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対応機種： 

定 価： 

3月2旧発売 
決定ガ 

クワを担いだキャラが、元気に走っていって村を作る。だが、国を育て 
るゲームだと思ってはいけない。簡単な約束がいくつかあるだけで、と 
てもシンプルなゲ-ムだ。入り組んだ内容を解き明かしていくことを楽 
しむゲームではない0 

たいていの場合、国は放っておいても大きぐわてくれる。そこに土地 
があれば、キャラは自動的に村を作り、自己増殖してまた別なところに 
村を作る。村を作るのにキャラが使われてしまうので、キャラは村を出 
たり入ったりしているように見える。マップの上に必ずキャラがいるとは 
限らない。ある場面では、目で追うことが難しいほど多くのキャラが走り 
回っていたかと思うと、次のS8間には人っ子ひとりいなくなってしまう。 
ただでさえ、いちじるしくキャラの数が増えたり減ったりする上に、隣 

国と戦闘が始まったりするとなおさらだ。ひとつの村を間にして、敵味 
方のキャラ湖側から列をなしてなだれ込んでくる。負けたキヤラは、ど 
んどん消えていってしまう。人数の多い側が必ず勝つといっても、戦闘 
で消耗したキャラは次の戦いに勝てるとは限らない。相手を押し込んだ 
かと思うと、ほんのちよつとしたわかけで押し戻されてしまったりもする。 

この微妙なバランスが、ゲーム全体のデザインに-貫して流れてい 
る。橋や栅を作るにしても、壊すにしても、それにかかわっている人数が 
ものをいう。強いキャラひとつだけでは、ぜったいに勝てない。全体の流 
れをコントロ-ルすることが要求される。このダイナミズムともいうべ 
きものが、楽しさの根本だ。 
この展開が、リアルタイムなバズルといった印象を与えるかもしれな 

い。しかし、スピードが問題なのではなぐゲームが常に流動しているこ 
とが大きな特徴となっているわけだ。プレイヤ-が指示をだしているか 
どうかにかかわらずキャラか動き続けていることも、ゲ-ムに小気味の 
良いテンポを生み出している。 
このあたりに、まだ慣れていない内でも楽しめる形がある。短時間で 

勝敗がはっきりとつくから、たとえ負けたとしても、もう-度挑戦したく 
なるし、よりキレイな勝ち方をしてみたくなる。そんな純粋な楽しさにあ 
ふれているゲームだ。 

PC-9801VM以降 PC-98DO/DO + 

PC-286/386シリーズ 

オプジ'ヨン 

PC-9801UV以降 PC-286/386シリ 

—ズ、PC-286BOOK PC-98N/NS、 

PC-286NOTE F 

5，，2HD 2枚組 3.5” 2HD 2枚組 

¥9,800 (税別） 

:*バスマウス対応 
*サウンドボード(PC-9801-26K)、ジョイスティック対応 
*液晶ディスプレイ対応(8階調表示白黒液晶ディスブレイ専用モード付） 
♦ I/Oバンク方式増設RAMボード対応 
♦ NEC純正EMSボード(PC-9801_53)対応 

♦ RAMドライブ対応 
*マップエディター機能付 
♦要 RAM640KB。 
♦ PC-9801-26K以外のサウンドボードには対応していません。 
♦ PC-9801VM2/VM4/VF は、16色ボード(PC-9801-24)が必要ですc 
♦ EMSボードを使用の場合でも、FM音源機能を利用できます。 
♦アナログディスプレイまたは8階調表示液晶ディスプレイが必要です， 
デジタルディスプレイには対応していません。 

♦ PC-9801/E/F/M/U/XA/U7HA では動作しません。 
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記事中で媒体が略称のものは次のとおりです。 
3.5D—3.5インチ2Dディスク、3.500—3.5イン 
チ2DDディスク、3.5HD—3.5インチ2HDディ 
スク、5D —5インチ2Dディスク、5DD—5イ 
ンチ2DDディスク、 5HD—5インチ2HDディ 
スク、ROM —ROMカート1Jツジ 
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々の心臓〜第4話〜 

花園由宇保 

またひヒ月が過ぎ、 

ラナヒパドは 

レリアに会つた。 

彼女は 

失われた緑の中で 

動物たちヒ遊び、 

彳れらを精氛が 

乞みこ^。 

人工食料で育った 

ラナたちには 

殄しい 

生S物ばかりだ。 

嘗は 

これらの動物達が 

黔を駆けていた。 

だが現在は 

承^すら 

残されてはいなVi。 

「一緒に來て」 

ラナが頓む。 

レリアは悲しげ*: 

首をふつた。 

彼女はこの地に 

封印されている。 

鍵が心要なのだ。 

「Di:会つて」 

霞Dは 

この地区の番人だ。 

死んで：：なければ。 

「すぐに炙る/」 

ラナはパドを連れ、 

再び旅立った。 

目ざすは白い谷。 

Dはそこに居る。 

(つづく) 

參本誌で紹介しているパソコンソフトおよびその他の商品価格は、すべて税別の価格です•ファミリーコンピュータ、ファミコン、ファミリーベ 

シックは任天堂の商標です參MSXマークはアスキーの登録商標です參MS-DOSはマイクロソフトの商標です 
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2大美少女RPG 
X-na &イルミナ 
人気美少女ゲーム、書下し挿入歌と 
ニューアレンジによる新録BGMで構成/ 
• PSCX-1019 

參税込定価¥2,400 

スーパーリアル麻雀•大好きマガジン 

みつめていいよ9第2号 
大好評、ミキ、カスミ、ショーコの 
バレンタインスペシャル。 
ちょっぴりせつない女心を 
あ•な•たにプレゼント。 
參 PSCX-1020 

•税込定価¥2,800 

スーノ《ーリアル麻雀シリーズ 

麻雀バトルスクランブル 
ミキ、カスミ、ショーコが立ちあがる 
アドベンチヤーワールド。 
• VHS: PSVX-1010/HiFi/カラー/45分 
參税込定価¥8,800 

NOW on SALE 

美少女ソフト 
オリジナルカタログスペシャル、 

V \°ソコン•キャラクター大全集〃 
美少女ソフトオリジナルVol.VVol.2を 
プラスした超強カレーザーテイスク企画 
ついに登場.グ 
美少女たちがまたまた大施風。 
• LD:PSLX-1002 

參税込定価:¥6,000 

P 〇 I v S T A R 

ポリスヲーレコ— 



新作ソフトをド〜ンとまとめてチェック// 
新入学シーズンv ノ5ソコンを 
買ってもらって勉強をしよう 
と考えているキミに贈る、最 
新ゲーム情報を満載/今月 
も、やっぱり1Bビット機がメ 
イン。用途に合わせて選ぼ5。 

爸膽窈-R8 

□ードモナーク/ 
ルーンワース2/ 
ジーザス2/機動 
戦士ガンダムタク 
ティカルオペレー 
シヨン 

メルヘンメイズ/ボン 
バーマン/ベストプレ 
_ベースボール/おか 
しなマザークース/中 
華大仙/ギヤラクシー 
フオースII/ディスク 
ステーシヨン#22/デ 
イスクステーション98 
2号 

•Soft Flash 
.P.26 

•ただ今移植進行中ガ 

.P.30 

•新彳乍ソフト発売予定表 

.P.37 

籲ゲームソフト売れ行き 

BEST 10.P.40 
mmmmmm mmm —————— 

■発売元•ソフト八ウス 
各社のご厚意によ0、今 
月紹介するゲームをモニ 
タープレゼントします。 
応募方法はR 52を見てく 
ださい。 

イラスト/中沢数宣 



〇こうしr見るとRPGっぽいが、実は『ポピュラスJタイプのSLGな^)だ 

祭にゲームを見て、先入観だけで物事を判 

断してはいけないということを痛感した。. 

それは、今までのファルコムゲームとは、 

まったく違ったゲー 

ムだったのだ/ 

とにかく、画面写 

真を見てほしい。な 

んか、こう一見ファ 

ンタジーRPGっぽい 

けど、全然違うんだ。 

まあ、カンタンに言 

ってしまえば、敵国 

(プレイヤーの国も 

全めT合部で4か 

国）をすベて全滅すれば面クリアというリ 

アルタイムSLG。画面上をチョロチョロと 

動いている各部隊に対してあ一しろこ一し 

ろと指示すればいいだけ。敵国をゃっつけ 

るには、国王を倒せば0Kだ。自国以外の 

3つの国を滅ぼせば丨面クリア（全52面)。 

各面とも与えられた日数は3200日で、これ 

より短い期間でクリアできれば、そのとき 

の状況で次の面に日数が加算されていく。 

まあ、和製『ポピユラス』だと思ってそ 

んなに間違いじゃない。むしろ「ポピユラ 

ス』より操作性はバツグンに良く、誰でも 

すんなりとゲームに、;适1できるシステムに 

なっているのだ。 

日本ファルコムから送られてきた「ロー 

ドモナーク』の亲斤作リリースには、こう書 

かれていた。 

「ファルコム10周年記念作品」 

うむむ、もう10年もたつのかあ。『パノラ 

マ島』とか『デストラップ』とか（今のユ 

—ザーは知らないだろうなあ)、忘れちゃい 

けない『ザナドゥ』とかあったよね。そし 

て『イース』、『ソーサリアン』と、数々の名 

作を生んできたファルコムも、もう10年/ 

この業界では、もう老舗のほうだね。まさ 

に、日本のパソコンゲームの歴史と一緒に 

歩んできた/って感じ。 

その丨〇年間、常に大ヒットとなるゲーム 

を作り続けてきたファルコムが、「10周年記 

念」という輝かしいキャッチを引っさげて 

発売するゲームだ。きっととんでもなくス 

ケールがデカくて、とんでもなくムズかし 

くて……。そう思い込んでいたのだが、実 

ファルコ△はつねに最先端を行</ 

:ン [知身7 
—--J 、—— 

[PC- 9801シリーズ丄3.5.5HD」9800円I ※アナ□ワティスプレイが必要です 
■発売元/日本ファルコム■発売日/3月21日 

今年の日本ファルコムは、新作を 

出すペースが早い。去年の12月に 
『ダイナソア』を発売したと思つ 
だら、もう新作/ 去年、ほとん 
ど新作を発表しなかつだぶん、こ 
こにきてだ<さんあるみたい。今 
回の新作は、いままでのファルコ 
ムゲームとはちよつと違うぞ/ 

頌ま^^^観 

463510說 

EW モードト 

〇もちろんお邪魔キヤラもいる。彼らはた 
だ破壊を繰り返す僧らしいヤツなのだ 

〇各部隊に指示でさるコマンドは、全部で12 

種類ある 

〇全体マップ。画面サイズを設定すれば、全 
体を表示させたままプレイすることも可能だ 
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操作はと〜つTtカム9ムてす/ 
❶ゲームスタート 
これを実行させると、リアルタイム 
でゲームが進む。 

©VEWモード 
ゲームを一時中断させ、マツブ全体 
を見渡すコフンドだ。 

©税率 
税金の設定を行ろ。0から30バーセ 
ントまで設定可能だ。 

❹ステー 
タス 

各国の状況を数 
値でみるコマン 
ド0 

©テンポ 
ゲームの進行速 
度を設定する。 
3段階ある。 

©画面 
サイズ 

メイン画面の 
マッブ表示サ 
イズを決める。 

©同盟 
ゲームスター 
卜時に同盟を 
結ぶことも可 

能。 

©エディツトモード 
▽ツブエディタ。 

才Uジナルのフ 
ツプを作成でき 

るのだ。 
[選 

©データ□ード 
セーブしておいだデータを□ードす （ノ 
る。 

❿マップロード （:: 
これまでクリアしだマップを読み出 
す。何度でも最初からやり直せる。 c 

❿データセーブ 
いつでもセーフできる。全部で80個 
のセーフデータを持つことが可能。 

©フォーマット 
データディスクを作成するときに使 
ぅ。ますはこれを実行しないとね。 

©ディスブレイの変更 b 
液晶ディスブレイにも対廊しており、 
これでその切り換えを行う。 

©ドライフの変更 
データディスクの読み込みドライフ 
を設定する。 

ruWWUWW\A>aAJWUV\TLAJ\A/VWUWl/U\ru\； 

まあ、とりあえず最初のマップ「君主た 

ちの継承戦」をプレイしてみよう。画面左 

にあるアイコンの説明は上のコマンドを見 

てもらうとして、ここでは大ざっぱなゲー 

ムの流れを説明するね。 

このゲームは、何もネ^:しなくても各部 

隊が自動的に判断して進行していく。どの 

国（プレイヤーは緑）も、どんどん領地を 

広げているみたいだ。ん？緑国と赤国の 

間に栅があるぞ。やっぱりコレを壊さない 

と、赤国に攻め込めないんだろうな。う 

〜ん、何はともあれ、この栅を壊したい、と 

いうときは、どれでもいいから特定の部隊 

にカーソルを合わせ、「柵をこわす」という 

I蹄を与える。よしよし、壊したぞ/ 

ん？苗5隊がみんな家に閉じこもったま 

ま、出てこない。何で 

だ？あ、そっか。税 

金が高すぎるんだ。税 

率を上げればお金は大 

量に入ってくるけど、 

逆に部隊が家に閉じこ 

もっちゃうんだ。って 

ことは、税率を下げれ 

ば……0 

よし、赤国を滅ぼし 

〇よしよし、だいぶ赤国を攻め込んだぞ。この 
調子なら、かなり早くクリアできるかも7 

たぞ。次は白国か。それにしても、今のま 

までは白国に攻め込むとき、やけに遠回り 

になっちゃう。この辺りに橋でもかけるか。 

おおお、橋のおかげで、流れるように白国 

へ攻めていくぞ。あれま、あっという間に 

白国も全滅0黒国の領地にも直接橋をかけ 

て、と。ふふふ、これでもう全領土を支配 

したも同然だい/ほおら、2000日たらず 

でクリアしてしまったぞ/ 

〇とか言つている間に白国も倒して、 
あとは黒国のみ/ ここまでくれば、 

もIつ楽勝だね 

〇で、これが約13D0日目。もう赤 
は我が国に落ちたも同然/.このまま 

I気に白国も攻めてしまえ/ 

〇これはゲー厶開始後約已00日目。 
赤国に攻め込み始めたところかな 

9 



〇「拠点防衛」は部隊の合流だけでなく、本職 
(7)の防衛に対しても効果的だ 

だいたし、わかったかな？最初の3面く 

らいはホントにカンタンで、あまりネ^:し 

なくてもなんとか勝てるようになっている。 

面が進むにつれて少しずつ難易度が上がっ 

ていき、プレイヤーがちゃんとネ皆元しない 

と勝てなくなるのだ。このバランスが絶妙 

で、プレイヤーは難易度に合わせて学習し 

ながらゲームしていくってわけ。 

そうはいっても、各コマンドの役割を十 

分に理解しておかなければダメ。各部隊に 

対してネ餘できるコマンドは「待機」「オー 

卜」「拠点防衛」「援軍」「村を作る（壊す)」 

「柵を作る（壊す)」「橋を作る（壊す)」「開 

墾」「洞くつ封鎖」の計12個。読んで字のご 

とくなので説明しなくてもわかると思うし、 

くどくど説明するよりも実際にプレイした 

ほうがよくわかるだろう。とくに重要なの 

が「橋を作る爐す)」と「拠点防衛」、それ 

から国に対するコマンドの「税率」（前ベー 

ジ参照） だ。 とく に拠点防衛は部隊の人数 

を増やすのに欠かせないコマンド（仲間の 

部隊がドンドン合体する)。部隊の人数は多 

ければ多いほど強く、橋や村などをM交す 

るときにかかる時間もあっという間だ。 

その2 

橋を壊し続けるr? 
敵の侵入を阻む手段として、「拠点防衛」 
のほかに、橋を壊し続けるといろ手もあ 
る。橋を作るにはお金が必要だが、破壊 
するのに経費はゼ□なので、りスクも少 
ない。相手はいつまでだっても橋が作れ 
ず、経費の△ダ遣いとなるのだ。 

その3 

税率は0%か30%/ 

税率を上げると部隊は家に閉じこもり、 
逆に下げると部隊は活発に行動するよろ 
になる。10パーセントぐらいがちよろど 
いいと思いがちだが、ここは〇と30を交 
互に設定するのがいい。貯めるとさは貯 
めて、使うときは一気に使うのだ。 

じつは 

キヤラク9 
テー9 
が5種類も 
あるんです/ 

こ一ゆータイプのゲームなんだから、 

どうせなら戦国武将^とかS Fとかの設 

定（キャラ）でプレイしてみたいなあ 

……なんてお考えのキミ/ファルコ 

ムはもったいぶったマネはいたしませ 

ん/実は、最初からそんなデータが 

収録されているのだ。その種類は全苗5 

で5稠^頁もある。ここにドカーンと紹 

介するぞ/ 

l"."lI"…I."(.mil"•…I."“H""'l•••••II"…_•••••I"…  .. 

モナーク フーズパニック 
Iいかにち/というデザインのキヤラだちだね。 
最初はこれでブレイすることになる。コマン 

Iドもオーソドックスなネーミングだ。 

これはウイパーガー、ハチマチ寿司、タコ商 
会、全国屋台連盟の争いを描いだ（？）キヤ 
ラデータなのだ。 

〇〇ステータスを見ると、どれもそれらしいキヤ 〇〇「フーズパニック」というタイトルどおり、 
ラや村などのグラフィックが描かれている まさに食戦争といった感じだね 

〇で、これは実際のゲーム画面。まあ、こんなも〇このキャラデータの場合は、村ではなく店とな 
んですね るわけ 

その1 

拠点防衛で仲間を集めろ/ 

敵を倒すにも村などを作るにも、部隊の 
人数が多いほど、短時間ですむのだ。こ 
れを增やさない手はないぞ。人数を増や 
すには、別の部隊と合流させればいい。 
一番早い方法が「拠点防衛」だ。近< に 
いる部隊がどんどん<つついて<るぞ。 

〇このように、ただひたす 
ら壊し続ける。敵国のお金 

を消費させる手段でもある 
のだ 
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9ページでもちょっと説明したけど、こ 

のゲームにはマップエディタが付いている 

のだ。今までにクリアした面だったら、自 

由にエディットできるようになっているぞ。 

このエディタが、じつに使いやすい/ 

もうグラフィックツール並みの機能を持っ 

ているから、あ〜らよっとのスイスイスイ 

とくらあ/と言っている間に、マップが完 

成してしまうのだ。オリジナルマップを友 

達同士で交換しあって遊ぶのもいいかもね。 

それから、優秀な成績（？）で面クリア 

すると、認定書 

までもらえてし 

まう。もちろん， 

これはゲーム中 

での話だが、9 

級から6段まで 

あるらしい。編 

集部では、いま 

のところ4級ま 

でが精一杯（ううつ、みじめ)。どうやら、 

より短い期間でクリアすればいいらしい。 

た そ 〇 
ら の 9 
認 級 

ち 定 な 
〇 書 ん 
と だ で 
サ ° ち 
▽ せ よ 
に め つ 
な て と 
つ 1 恥 
た ず 
か と か 
ち か し 
1? の 
冤 
い 
が 

章 
F己 n 
つ が 

〇〇もろほとんどグラフィ 
ックツールとしか思えない 
マップエディタ。とっても 
使いやすいぞ 

最初の面で最高1600 

日ぐらいだったが、も 

っと早く解けるのかな 

あ。それにしても、この早解きは燃えるぞ/ 

どうすればもっと早くなるんだろう？なん 

て考えるだけでも楽しいのだ/ 

-ケーマーの談話室. 

「仕事だと言い張つて、すつとゲームして 
だj「操作もカンタンだし、誰でも手軽にプ 
レイできるところがいいね，マップを自国 
の色で染めてい<のが、なんとち快感j「そ 
ろそろ、このゲームはそれにつさる/j 

熱中度★★★★★★ 

これは戦国時代を部隊にしだシナリオだ。織 
田、武田、浅井•朝倉、上杉軍の大合戦。 
マンド名もそれつぼいぞ/ 'II 

なんともSFしているキヤラデータ。メカタ 
ンクaと/?、ロボノイドaと0の戦い。個人的に 
はコレが一番好さ。 

とつてもメルヘンチックなキヤラ/う〜ん、| 
なんかすご<かわいいぞ。なんか敵国すらも 
やつつけるのがかわいそろ!〒 

jfwninl w| 

  

で.': 
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o oいやはや、..けつこう 
ツクなんじやなし、の7 

Iなかなかシブいグラフイ 〇〇タンクとロボットの戦いだ。お金がエネルギ 
_つていろのがユニーク 

00ほとんど「おとぎばなし」の世界だなあ。コ 
マンドも「鉛筆を削る」とかヘンなのもある17 

0なんか、ホントにどこかの戦国SLGみたいな画〇司令部（7)もなんかそれっぽいデザインだ。 〇なんかこうして並べて見ると、全然違うゲーム 
面たなあもろ少しメカニックなキヤラでもよかったかな7みたいだね ' 
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〇所有しているアイテムも、こdように表示さ 
れるよう」こなり、見やすくなった 

今、神々の力が失われよろとしている…… 

ルーンワース2 
時空の神戦 

アクションRPG『八イドライド』 
シU—ズなどでおなじみのT&E 
ソフトの新作は、同じ<アクショ 
ンRPG『ルーンワース』シ1Jーズ 
の2作目だ。『〜2』は、前作から 
約700年だつだ世界で繰り広げら 
れる物語。主人公リーン•カシュ 
アを待ち受けているのは、いつだ 
い何なのだろうT 

[PC-9801シリーズ13.5-5HD16800円] ※開発途中のサンプルディスクで記事を作成し、評価できるバ 
■発売元/T&Eソフト■発売日/3罔21日ージョンでなかつたため、「ゲーマーの談話室」はありません 

I 、ご:1:」-■:」ぶ_!ノ(—:ん:::二::/」”...；:い '.'r:?/、:7 .リア:こ—： I： 
■一 逢-一—^ - 0- —「一- II. ▲ I 

『ル_ンワース2』は、前作同様のアクシ 

ヨンRPGだ。システムも基本的には変わつ 

ておらず、町などにいるNPC(ノンプレイヤ 

—キャラクタ）との会話によりt青報を手に 

入れ、アイテムなどを探すクエストを次々 

とこなしていくというもの。そしてダンジ 

ヨンなどで出会うモンスターとは、主人公 

キャラクタをうまくコントローノレして戦う 

onpcと会話をして、ゲームを進めr+いく 

戦闘だガ 

のだ。前作をプレイし 

た人は取つつきやすい 

だろう。前作と特に違 

う点は、重要なイベン 

卜が起きてもビジユア 

ル.シーンにはならず、 

ゲーム中の3等身キヤ 

ラクタのみでストーリ 

一を進めていくという 

ところ。そのためにキ 

ヤラクタ•パターンが 

ものすごく多いのだ。 

なんでも150Of重頃もあるらしい。 

このゲームの値段だが、最近発売されて 

いる本格派RPGとしては低価格（6800円） 

というのもウレシイかぎり。それというの 

ルーンワースは、フィールドタイプのアクションRPG.だ 

も、すでに$売編『ルーンワース3』の発売 

も決定しており『〜2』との同時製作によ 

つて開発コストをえたためだと力.。 

『〜3』は、今年の夏ごろの発売予定だ。 

このゲームでは何もしていなくても、ジッとしているだけで 
時間が経ってしまろ。昼と夜ではNPCのセリフが変わった 
りするので要注意。昼夜を雜させるアイテムもあるので、 
急いでいるときは利用しよう。NPCは迷惑かもしれないが。 

〇戦闘時は、アクションRPGの本領発揮/ 

コフンド表不 主人公のステータスは、前作と比べてかなりシンプルになり、パラメータの数が減って、 
体力•魔力•攻撃力•防御力の4つになった。前作同様に経験値ではなく、イベントやア 
イテムが非常に重要なゲームシステムなのだ。 
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オーブニし々•ストーV. 
ある雨の日、主人公リーンの前に、傷 
ついた謎の女剣士セシルが現れた。セ 
シルは、リーンにあることを告げよろ 
とやって来たのだ。しかしセシルは、彼 
女を追ってきた妖魔神ラジールにより 
倒されてしまろ。セシルから託された 
剣、虚空剣セイルリートで戦ろことに 
なってしまったリーン。運命の幕が今 
切って落とされた// 

物語は前作の時代 

から700年後のメル 

サード大陸が舞台と 

なっている。 

神聖紀2222年、メ 

ルサード大陸から突 

如として魔力が消失 

した。魔術が生活に 

とけこんでいるこの 

世界においては、魔 

力の喪失は重大な問 

題であった。魔神や 

妖魔を封印していた 
魔術陣が消滅し、世 

界が混沌の闇に飲み 

込まれようとしてい 

る0上!及魔導士たち 

…1•、ぶ 
•一 又*V 

I 

匕 

S?% マ,> > M メ ノ 

全体 
マップ 
今回の物語の舞台となるメ 
ルサード大陸。フィールド 
をテクテク歩かな<てよい 
ので、町から町への移動は 
とても楽だぞ。 

は必死で原因究明に 

努めたが、手がかりすら見つけることがで 

きずにいた。 

緑色の右目と青色の左目を持つ青年リー 

ン•カシュアは、メルサード大陸にあるワ 

ウスゴルム大森林の奥に、人目を避けるよ 

うにしながら暮らしていたのだが……。 
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モンスターは生きていた!"？ 
® ,C 一， 

| PC-8801mkiiSRシLIーズ| 5D[8800円1■発売元/エニックス■発売日/3月24日 

去年の11月号で紹介しだときに、 
グラフィックの美しさが、とつて 
も評判だつだ『ジーザス2』が、そ 
ろそろ発売になる。前作も3年前 
にヒットしたゲームだつたが、今 
回も随所にヒツト作の予感を感じ 
させる出来だぞ。 

『ジーザス2』を初めて見たときに、まず、 

驚いたのがグラフィックの美しさだった。 

こと細かに描き込まれたこのグラフィック。 

しかも、これが200ラインのデジタル8色 

だと聞いて、2度ビックリ/ これほどの 

スコ。細かい描き込みに注目/ 

グラフィックは、アナログでもそうそうお 

目にかかれないからね。そして、サウンド 

のほうもグラフィックと同じぐらいにスゴ 

かったので、これで3度目のビックリだ。 

音楽担当は、おなじみのすぎやまこう 

いち先生なので、当然かもしれないが、も 

つと驚くのは効果音。これが本当にリアル 

で、電話が鳴るシーンは、思わず本物の電 

言纖をとろうとしてしまったくらいだ。 

〇炎の描写がとてもキレイなのでオドロキ。まるで、 
取り込み画像かと思つてしまうほどだ 

〇アリ司令官が歩いてくるシーン。なかな 

かリアルな足音をさせながら歩いてくる 

ムはここから始まる。このカリ 

スト号が、前作でモンスターご 

|。引き上げられた 
コメツトのコンテ 
ナ。これは確かe 
年前にモンスター 
を閉じ込めて…… 

〇かつてジーザス 

の乗組員を襲った 
モンスター。あの 
悪夢が再びよみが 

えるのか7 

〇和也たちが乗っていた貨客船カリスト号の甲 
板。今はまだ、平和なこの船だが…… 

と切り離した宇宙船コメットのコンテナを 

拾ってしまった。驚異的な生命力を持つモ 

ンスターは死んでいなかった。乗員たちの 

変^体が次々と発見される〇これはイ士組ま 

れたことなのか、それともただの偶然か？ 

パンドラの箱は、いま開かれた……。 

では、カンジンのストーリーのほうだが、 

前作をプレイした人は意外に思うかも知れ 

ない。それは、主人公が速^!ではないから 

だ。今回の主人公は五色和也というレーシ 

ング•チームのメカニックの青年。モナコ 

で開催されるビーグル（3WDバイク）レー 

スに出場するために、レーサー 

の真治と2人で貨客船カリスト 

号に乗船した和也0今回のゲー 

貨客船力Uスト号の乗客たち 

和也の相棒で、レーサ 
—。和也とともに、レ 
ースの開催地に向かう 
ところだった。 

17歳の女子高生。実は 
牧原コンツェルンのひ 
とり娘。真治と彼女の 
間には秘密が……。 

42歳の日本人医師。何 
かとKの多そろな人物。 
もっとも、それはこの 
人だけではないが。 

25歳のアメ1J力人。イ 
ンテ1」ア•デザイナー 
と名乗っているが、実 
は.〇 

もとは銀河防衛軍に所属していだが、今は 
真治とふだりで、レーシンク* •チームを結 
成して、メカニックを担当している。 
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モンスターの出現を知った銀河防衛軍で 

は、速雄の指揮する特殊部隊をカリスト号 

に降下させる。しかし、前回の事件のとき 

からさらに進イ匕したモンスターは、より完 

全な融合を行えるようになっていた。被融 

剖本とネ青ネ申まで完璧に同一< 匕してしまうと 

いうのだ。外見上まったく変化がなく、そ 

のことを本人にすら気付かせない可能性さ 

〇前作でも登場したコムロイドのフオジー。今 
回はデザインが変わった 

I 〇モンスターに対しての対策を検討する銀河防衛窜 
のメンバーたち 

えあるらしい。生き残った者たちを宇宙ス 

テーシヨン•ジーザス内に収容して様子を 

見ることにした速雄たち。ジーザス内で、 
〇モンスターの特殊な生態を解明すべく、研究 
を続けるDr. ノーマンと三井医師 

0通信室が爆破されてしまった。恐らくモンス 
ターに体を乗っ取られた者の仕業なのだろラ 

な効果音とあいまって、期待 

を裏切らない出来に仕上がつ 

ているぞ/ 

〇デビスを狙う麻世。彼女がモン 
スターに寄生された人間だつたの 
か7それとも別の理由が…… 

〇本来は警備機グレイジャケットが、和也とノ 

—マン、ファーナに襲いかかる 

あの惨劇が再ひ繰り返されるのか？ 

とまあだいぶ大雑把だが、これ力今回の 

ストーリー。総グラフィック枚数が200枚 

近くあるというから、かなりのボリューム 

だね。そして、メッセージのパターンもか 

なり用意してあるそうで、場所を移動した 

川頁番によって、メッセージがイロイロ変わ 

るため、不自然さがあまりない。これが、 

半青密なグラッフイク、リアル 

ち 灰灰灰表*5^•灰永表止表 
(»* 

前作では主人公だった 
武麻速雄（むそう•は 
やお)。今回は銀河防衛 
軍•第三機甲師団の中 
尉として登場する。前 
作の事件の経験をかわ 
れて、対モンスター作 
戦の指揮をとる。 

ソビエト出身の23歳。 | 
電子機器の扱いに関し =| 
て、かなりの才能を発 : 
揮する。その能力をか ji 
われて、今回の作戦に ：: 
参加する。状況を適切 
に判断し、冷静沈着に 
作戦を遂行してい <。 3 

〇ボーン少尉同 
様に、臨時召集 
されだ銀河防衛 
軍の伍長。戦闘 
のセンスにも優 
れているが、医 
療関係にち精通 
している 

〇対地球外生命 
体プロジェクト 
に参加しており、 
銀河防衛軍に協 
力する医学者。 
ドクターの愛称 
で呼ばれる人望 
厚き人物 

*-ウー々一の1灾症至-> 

「とにか<絵と音がイイ」「AVGでありが 
ちだったわすらわしさが、あまり感じられ 
ない」「雰囲気づ<りがウマ<、思わす引き 
込まれてしまうj「もっと長<遊んでいたか 
ったな、と思わせるゲーム」 

熱中度★★★★★< 

〇この事件に対 
処するだめに、 

軍仲間からも冷 
徹無比と恐れら 
れている戦士で、 
wブロンドの狼〃 
と異名をとる 

ジーザス•ブロ 
ジェクトの最高 
司令官。スI-一 
|J一の途中で、 
ヴァンガーを説 
得するだめ、ゴ 
>」アテに行つて 
しまろ。 

戦艦ゴ|Jアテの 
艦長。ゴijアテ 
の主砲で、ジー 
ザスもろともモ 
ンスターを吹き 
飛ばしてしまろ 
のが最良だ、と 
主張する。 
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一年戦争の賦を88で再現/ 
機動職士ガンダム 

タクテイカルオペレーシヨン 
「PC-8801mkIISRシリース|~5D「9800円1■発売元/ファミリーソフト■発売日/4月5日 

※開発中途のサンブルディスクで記事を作成し、評価できるパージヨンでなかっただめ、「ゲーマーの談話室」 
はありません 

あの超有名人気アニメ「機動戦士 
ガンダム」の、一年戦争(UC0079) 

の時代を扱つだSLGだ。すでに発 
売されている98版『デザートオペレ 
ーシヨン』をベースに細かい部分を 
改良、よりパワーアップされてい 
る。今回は『デザート〜』と違う点 
を中心に、登場するMSのい < つか 
を紹介するぞ。みんな、注目だ/ 

最大ユニット数が増え、マップが大きくなった 

/ 

連邦軍 

基本的に、MSや艦船を樹軍して、敵軍の 

^を撃破することが勝利条件だ。シナリ 

才によっては、gをマップ上の指定され 

た座標に移動させれば勝利の場合や、制限 

ターン以内に指定された敵のユニットを破 

壊することが条件の場合もある。 

発売中の98版『デザートオペレーション』 

と上bl交してみると、まず、マップ上に存^ 

可能なユニットの最大数は、両軍合わせて 

70だったのが100まで増えた。マップも 

39X54から、64X64へとスケールアップし 

ているぞ。これで、より大規模な戦闘が展 

開されることだろう。援軍を増援ポイント 

で要請する点は変わらない。しかし、どれ 

〇これが超絶有名主人公MS、ガンダムだ//こ 〇中距離支援用MS、ガンキャノン。赤い機体が宇〇長距離支援用M'S、ガンタンク。ほとんど戦車と 
いつがいなけりや、始まんない.よなつ 宙に映える。腴画版では3機出てきたよね いわれつつも、宇宙でも頑張りま〜す 

でも好きなユニットを増援できたのが、今 

回は自分のターンの始めに、スロットマシ 

-ンでランダムに5つユニットが決定され、 

その中から増援するユニットを選択すると 

いう、おもしろいシステムになった。 

次に地形だが、消費する移動力は、そのユ 

ニットが通れるところはどんな地形でもI 

で、戦闘時に地形の防御効果は一t刀なかっ 

〇これがメイン画面。右のほラにある縦長のマ 
ツプ'が全体マツプなのだ。横39'x縦54なので、 
I \っも上対下の戦いみた < なるんだよね 

た。しかし今回は、ユニットの頁により 

各地形の移動に必要な移動力が異なり、地 

形によって防御力も違うのだ。 

また、マップ■のワク糸泉を消して、すっき 

りしたマップでゲームすることもできる。 

ユニットも移動や攻撃が終了したものには 

マークカM寸くようになって、動かし終わっ 

たたかどうか把握しやすくなったのだ。 

〇全体マップは、通常画面上に表示でさないほ 
ど大きいのだ。縦横共に64のスクェアになって 
いる。さまざまな戦いが予感される…… 

r- rtr/. ►* Nr 1 —t fr H t rt ^ 'H * m 6 \  -rr» b— .*71-f 

レ 
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まず、どのシナリオをプレイするかと、 

どちらの軍でプレイするか（2A^t戦も可 

肯巨）を決定しよう。このときシナリオの勝 

利条件も表示される。ゲームが始まっtこら、 

MSや戦闘機、艦船などを活用し、敵軍撃破 

をはかるのだ。 

マップ上には立ち寄ることで弾薬補給や 

機体の修理ができる「基地」がある。この 

基地は大型艦船(地上なら陸戦艇など)を上 

に置くことで、占領して自軍の拠点として 

利用することができるので絶対取ろう/ 

MSなどの小型ユニットなら艦船等の大型 

ユニットに搭載してもイ彥王里できるぞ。 

戦場（マップ）は、シナリオによって地 

上の場合と、宇宙の場合とがある。もちろ 

ん登場するユニットや地形も違ってくるそ'。 

〇 メイン画面でマツプのワク線を消したところ。 
なんかスッキリして、目にやさしいよろに思え 
るのは気のせい？ 

〇シナリオを選ぶとき、そのシナリオのストー 
リーや勝利条件も表示される。コンピュータと 
やるか2人で対戦するかも選択できる 

地形て例えれば、±也となら川や森など。宇 

宙ならコロニー、いん石などが特徴的だね。 

こういったものを利用して、そのマップに 

あった戦略を立てよう。 

戦闘シーンは『デザート〜』以上■によく 

動くぞ。まず最初に攻撃した側のアニメー 

韉圖蟓ア=^=シ3ン嘗暴⑩鬆/ 

脚|〇瞧_ 
0舞台を宇宙にして、ガンダムでジオンの軽巡 〇おつ、命中したそ’。MSから艦船への攻撃は、 
洋艦ムサイを攻撃してみよろ。まず、ガンダム やはり当たりやすいのかな。厶サイ撃沈//そ 
がライフルを撃つぞ れでは皆さん、さようなら 

シヨンが表示され、撃った弾が攻撃された 

側に飛んでいって、それが命中すれば爆発 

するのだ。 

破壊されたユニットのかわりは、増援に 

よって補充するしかない。増援は最初に決 

められた自軍の基地でしかできなIヽので、 

すぐに前線に送り込めるとは限らないぞ。 

ユニットは大事にしてあげよう// 

〇シナリオをクリアした画面。キヤ.ンベーンモ 
—ドもイ寸くらレt、.ぞ 

0ガンダムの弟分ともいえる量産型MS、ジム。ザ< | 

クやクフの相手ならこいつで充分さ ど、かんべんしてあげてね。うるうる つて、運邦軍の’MSの種類って少ないんだも一ん ^ 

0ジオンの超巨大MA (モビルアーマー）ビグザ〇ジオン軍最終量厓MS、ゲルググ。ビームライフ 〇シャアが一年戦争で最後に乗ったMS、ジオン 
厶。下手な戦艦より、よっぽど強いのだ ルなどを装備し、ガンダムに迫る性能たつた ク。さすかにオールレンジ攻撃は強力だぜ 

.4 

序 

ゲームの流れはこ5なる 

l/'(z(7(7f7 

ル^^ 

r/17譯(717 
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女のコが主人公のアクションゲームで、 

ア_ケードからの移植!もの。キ_ボ_ドで 

もジョイスティックでもネ喿作できる。 

ある晩、アリスの部屋の鏡の中から、ウ 

サギが飛び出てきた。そのウサギが言うに 

は、鏡の中の世界力啊者かに侵略されてし 

まったので、助けてほしいらしい。なんで 

も鏡の中の世界に入れるのは、中の世界の 

住人と話せる人だけということで、アリス 

力選ばれ、鏡の中の世界へと旅 

立つことになったのだった。 

鏡の中の世界には全部で9つ 

の国（面）がある。おかしの国 

や、おもちゃの国など、見てる 

だけで楽しくなっちゃうぞ。ゲ 

—厶は進行方向に向かって右上 

斜め後ろから見た画面で、右上 

方向に進んで行く。 

アリスは、魔法のストローか 

ら飛ばすシャポン玉で敵を落と 

しつつ前進する。シャポン玉は大きくふく 

らますほど威力が増すぞ。アリスが歩いて 

いくフイールドは宙に浮いていて、敵や敵 

の弾に当たっても平気だが、フイールドの 

外に押し出されて落ちるとミスとなる。ま 

た、制限時間をオーバーしてもダメなのだ。 

各面の最後にはボスキャラがいて、シャ 

ボン玉を何発も当てて倒せば面クリア。全 

面クリアして鏡の中の世界を救おう。 

〇ある晩、突然現れたウサギに助けを求められ 
るアリス。この後、ウサギに鏡の但界へと達れ 
ていかれるのだ 

ゲーマーの談話室- 

「いい出来/」「アーケード版って言われても 
信じるね」「コンティニューは何回でも〇Kj 

「前半はそんなじやないけど後半はムズい」 
「高所恐怖症の人はやめだほろが……」「弾に 
当だっだだけじや、やられないのがいい」 

熱中度★★★★★★ 

必碳儆碳颂儆必鍬必必碳颂你儆必必必必你必你必•你颂必必必你必必 

アリスが券いてい<と、ときどきrc?J 

マークが書いてある箱がある。それにシ 
ャボン玉を当てると、中からアイテムが 
出て<る。これを取ると一時的に（制限 

時間あり）パワーアップできるので、「今 
のラちよつ/」とばかりに先に進もう。 
アリスが、それらのアイテムを使用して 
いる場面をい < つか紹介するぞ。 

〇これが必殺（7)のウサギバリアーだ。ウ 
^9 サギたちがアリスのまわりを回って、近づく 
^ 敵をふつ飛ばしてくれちやうぞ 

〇これは、最も大きくふくらませた状態のシ #<. 

ャボン玉を連射できるアイテムを取ったとこ ^ 

€• 

Ofcとえ落ちちやっても、落ちる前にこの赤 ^ 

い風船を取っておけば大丈夫。1度だけ、風船 ^ 

につかまって上がって来れるんだよね €く• 

•令吻吻吻吻吻吻必吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吵吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻吻參 

不思議切腺のァクションゲ-ムI 
1 X68000シリーズ15HD] 8800円 | 

※要メインメモU2メガバイト 
■発売元/エス•ピー•エス■発売日/3月15日 

巧し cH? 

「たすけてくた 
さい！ j 

〇? 
パUフ— 
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対戦プレイで爆発だ// 
1 X68000シ1Jーズ | 5HD | 7800円1 

■発売元/システムソフト■発売日/4月予定 

ボンパー7ン 
フアミコンやゲームボーイ、PC Engine 

などでも発売されている『ボンバーマン』 

が、ついにX68Kに移植されることになっ 

た。今回、移植のもとになったのは、5人 

対戦プレイなど力咐いてノ、。ワーアップした 

最新型のPC Engine版〇 X 68 K版は、対戦で 

きる最大人数こそ丨人減って4人になって 

いるが、そのほかの点は、かなり忠実に移 

植されている。 

〇こ3やづr爆弾で 
敵をやっつけよろe 
でも制限時間がある 
から、あんまりゆつ 
くりしてると時間切 
れになつちゃラぞ 

〇これは八トルゲー 
厶の4人ブレイのと 
吿の画面。友達と勝 
負するのは、やっぱ 
り楽しいよね 

このゲームは、ノ_マルケームとバトル 

ゲームの2つの遊び方ができる。ノーマル 

ゲームにはストーリーがあり、ブラックボ 

ンバーマンにさらわれてしまった三森博士 

のひとり娘、理沙を助けることが目的。理 

沙が閉じ込められている機極成までの道の 

りは8ラウンド、さらに各ラウンドは8つ 

のステージに分けられていて、ステージ数 

は合計64もあるのだ。爆弾をセットして敵 

をすベてやっつけ、破壊することのできる 

ブロックを壊して出口を探し、出口に入れ 

〇三森博士の娘、理沙がブラックボンバーマン 
にさらわれた//ボンバーマンは飛べないのだ 

ばIステージクリア。丨ステ_ジに丨つず 

つ、破壊できるブロックの下にアイテムが 

隠されているので、確実に取ってパワーア 

ップしていこう。各ラウンドの最終ステー 

ジには、やや強力な敵(ボスみたいなヤツ） 

も登場するそ。 

パトルゲームは、2人〜4人での文寸戦ゲ 

-ムになっている：火カアップと爆弾数ア 

ップのアイテムばかり出てくるフィールド 

で戦い、最後に残った人が版ち、というも 

の。このバトルケームには、ドクロアイテ 

ムという謎のアイテム（5種類、の効果がラ 

ンダムに決定される）が出現するモードも 

用意されている。 

0ふ：fit ^ 

urnmmmmmmmmmmmm 

L I J L I l l i L」 

〇火力を強くしすきると、こんな風に自滅しち 
やうこともあるのだ。気をつけるべし 

〇この青いのが「ボスみたいなヤツ」だ。爆弾 
1発じや死なない、タフなヤツだせ 

ぐ-ゲ——ノ——のa炎言5■至-\ 

「アイテムがいろいろあって楽しいね」「コ 
ンティニューもあるよ」「爆弾置きま <り 
〜/」「ドカドカドッカーン//」「やっばこ 
れだよね」「破壊の快感ってやつですか」「対 
戦プレイは人数が多いほど燃えるぞj 

熱中度★★★★★★ 
V____ノ 

アイテZJft 
八ワ■乃プIS 
•火カアツブ 

これを取ると、爆風の及ふ 
距離が伸びる。最高5レべ 
ルまでアップ。敵を倒しや 曝 
すくなるので、た<さん取 
りだいアイテムだ。 

バトルゲームでは火カアップと爆弾数アップ 
だけだ/»ヾ、ノーマルゲームでは下のアイテム 
が全部出てくる。1UPとファイアースーツ以 

外は、一度死ぬまで効果が続くので便利だぞ。 

•爆弾通過 
セツトしだ爆弾の上を通る 
ことはできないので、爆弾 
に閉じ込められて爆死、と 
いラことがたまにある。こ 
れを持っていると便利だね。 

•爆弾数アップ 
取ると一度に置ける爆弾の 
数が増える。でも、あんま 
りた<さん置きすぎて、自 
滅しちやつても困るよね。 
最高10個まで取れる。 

•快速シューズ 
これを履くと、ボンバーマ 
ンの移動速度が3倍にな 
-る、といろのはウソだが、 
ボンバーマンの足が速<な 
るのは確かだよ、うh0 

►爆破スイツチ 
爆弾は普通、セットして約 
3秒後に爆発する。しかし、 
これがあればいつでち好き 
なときに爆弾を爆発させら 
れるので超便利。 

• 1UP 
まあ、よ<ある話ですが自 
機のストツクが1機増える 
ぞつてやつですか。このゲ 
一△だと、ボンパーマンが 
1人増えるといラわけだ。 

鲁壁通過 
これさえあれば、あ〜ら不 
思議。なんと壁抜けができ 
ちやラのだ。行動範囲ち広 
がつて、なんか気分が良く 
なつちやラわい。 

•ファイアースーヅ 
これさえ身に付ければ30秒 
間、爆風の中でもせ〜んぜ 
んへつちやら。どんどん爆 
弾を置きまくろラ。でも敵 
にぶつかると死んでしまう。 

xJ.lnJJ: 
^1!J3..TT: 
其 T1TTI: 
■11 

r;..,IL.A i i i 

Ll'1二：i 圏 
TH 
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-が自分て指承を出すマンモードの3つが 

ある。試合数も301式合から1401式合までを 

選択することができ、ペナントレースを手 

軽に楽しめるぞ。シンプルだけど奥の深い、 

野球ファンにはこたえられなし、魅力を持つ 

たゲームなのだ。 

ぐ-ーゲーマーの談話室 一一 

「データをラま<活用したシンブルなシス 
テムに好感が持てるね」「データ量は多いけ 
れど余計なものはないし」「自由にデータを 
変更でさるのちいいj「ビジュアル的な要素 
が弱いのは残念_!「大人向けの知的ゲームJ 

熱中度★ ★ ★ ★ ★ 
\_y 

「PC-9801シリーズ | 3.5.5HD"! 9800円」 

■発売元/アスキー■発売日/3月下旬 

3—夕(5自由(二 
変更巧き0ぢU 
選手の持つ十数項目のデータは、全項目を 

変更することが可能。S、A〜Eまでの6段 
階があり、変更に制限はない。球団名、選 
手名も変えることができ、名前には漢字を 
使ろこともできるのだ。 

〇データを変更しているところ。Sの能力 
/値を持ってI)る選手はめったにいなし、喊 

プ□野球チームの監督気分が味わえる" r 

麵ク□雜t# 
プロ野球の監督になりたいと、ファンな 

らば誰でも一度は思うもの。そんな夢をか 

なえてくれるのがこのゲームた。もともと 

はファミコンで出されていたものだけれど、 

98に移植するにあたって、グラフィックや 

データなどがパワーアップされた。さらに、 

日本野球機構の承認を受けて、実際の球団 

名、選手名を使えるようになった。 

このゲームにはアクシヨン彳生はまったく 

ない。あくまで監督の立場から攻撃、守備 

のす話を出すことしかできないのだ。選手 

に命令を出して、あとは見てるだけ。選手 

たちの行動に一喜一憂する監督たちの気分 

が、嫌でも（？）味わえる。練習や選手の 

TTV，rar^TT 

〇ホームランを打ったところ。球場は各球団こ 
とにグラフィックが用意されている 

〇通常試合画面。投げたり打ったりといろアクf 
シヨン要素はまるでなし。ただ見てるだけ 

管理などといった余分な要素は排除してあ 

るので、純粋に監督気分を満喫できるのだ。 

セ•リーグ、パ•リーグの全12求団に所 

属する選手は、各球団27人の全324Ao各投 

手、野手のデータは十数項目にも及んでい 

て、データマニアにも満足できる仕上がり 

だ。それぞれのデータは6段階の値を持っ 

ていて、自由に変更することができる。デ 

—夕変更の制限は一切なく、あくまでもユ 

ーザーまかせ。落合クラスの選手をそろえ 

ることもできるけれど、真のフアンならそん 

なことはしないよね。 

言式合モードには、試合の結果だけを見る 

スキップモード、コンピュータ任せで観戦 

するだけのコンピュータモード、プレイヤ 

はに〇 
一決試 
週定合 
間さ日 
にれ程 
一るは 

〇投手を交代させるとパックスクリーンにリリ 
—フカーに乗って登場する姿が映し出される 

1一 

豊富なデータを駆使し、 
ペナントレニスを勝ち抜け// 

〇勝敗表。チーム防御率、打率なども表示さ 
れる。対戦成績が一目でわかる 

数十試合に及ぶペナントレースを勝ち抜くた 
めには、球団の各選手のデータを詳し<知る 
ことが必要だ。例えば、打てないけれど守備 
値の高い選手ならば、守備固めに使うことが 

できる、といつだ具合に、データを使いこな 
すことが勝利への近道なのだ。他の球団の選 
手データも見ることができるので、試合前に 
見て作戦を立てておころ。 

f『グけ-A/-夕「.’ I I I.Vl^xC |_ガ'ヮ /、| 

.... 

OFj 霧邏:l . P 曝 

遞晒:つ:}| 
¢5 'mr ■ ■ ■:響■ ■诵響1:.:，.‘9〇ハ 

1^1拙棚II彳關租 f 
〇打撃成績表。打率だけではなくホームラン 
数、打点順に並べることもできる 

〇選手データ。打率、ホームラン数まで変更 | 

することが可能（/)なのだ ,| 

8回痤 
神1-2洋 

〇移動日は飛行機で次 
の球場に移動する。休 

憩日でもあるのだ 

.5Q7.461.4b3i481M393l4te.301 

腳.833.542卽 ii.506.603.507 

«17212300SO34B 
K l i ll i 

gw.304.275.2«.28fl;ダ3-00-01-2 

£ 000000 -wa cO18.8.6. 

In$.833.666.500.333.333.333 

T.u_近才日ダ西DAn 
yrc 123444^ 
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ンちっく AVG r 

おかしなマザ■グ■ス 

絵本みだし\な;^レぺンちつく AVG 

マザーグースの中の18本の童話をも 

とに、4歳から8歳くらいの子供を対 

象に作られたアメリカ生まれのAVGだ。 

主人公はべッドの中で、マザーグ_ 

スの世界の夢を見る。マザーグースと 

いうおばあさんの話では、この世界の 

住人（子守歌の登場人物）たちがそれ 

ぞれの大事な道具をなくしたために、 

子守歌がメチャメチャになってしまっ 

たという。そこで、その道具を見つけ 

て持ち主たちに返してあげるように頼 

まれる。道具を見つけて持ち主に返し 

てあげると、お礼に歌とユニークな踊 

り（？）を見せてくれるぞ。 

操作はすべてマウスて 1〒う。子供向 

けに作られているだけあって、アイコ 

ンも見やすく、地図のアイコンを選ぶ 

と、現在の位置やゲームを解くための 

ヒントも聞けて、難なくゲームを進め 

られるのだ。登場するキャラクタはアニメ 

—シヨンしてしゃべる。絵本の挿絵みたい 

なグラフィックが印象的だぞ。 

名ぶ〇 
前°ま 
ち自ず 
こ分は 

決てを 
定い12 
する種 
るの類 
のをの 
だ選中 
ぼか 

%為 

〇ゲームは、子供の寝 
室から始まる。ここで 
見る夢の世界が舞台だ 

一Tv 

〇頼まれた探し物は、 
絵で示されるのでわ 
かDやすいぞ 

1 

m 

〇夢の中でマザーグースに出会った,。お願いされた 
ことは「はいつ」と、素直に引き受けるのだ 

マツプ毫圖< &ヒント#鳳暴€ 

「FM TOWNS fCD-ROM 19800円 | 

■発売元/シェラオンラインジャパン■発売中 

杰电右やで遊ほ3/ 
寝室には、いろいろなおもちゃが置いてあ 
つて、それをカーソルで選びフウスでクリ 
ツクすると動き出すぞ。 

ゲーマーの談話室 、 

「子供が対象のソフトといろことで、なんだ 
か照れちやラね」「でも、ゲームが進むラち 
に結構のめりこんでしまつたj「今でも童話 
の本を読むのに抵抗がない人に、激おすす 
めする_!「英語の勉強にもなるぞ」 

熱中度★ ★ ★ ★ ★ 
V___ 

マザーウース汸 
子守歌它聞こウ/ 
子守歌の登場人物がな< しだ道具を見つけ 
て届けてあげると、お礼に子守歌を歌つて 
<れる。下の画面は「メリーさんのひつじJO 

拾つだ道具をどこに届けたらいいかわからない 
ときは、地図のアイnンを選んでから道具を表 

示しているウインドウを開vと教えてvれる。 
ウサギとカメは主人公の齿<スピ|ド、その下 

の音符は巳GMの音置を調節できる。I番左に 
ある丸いf>スは、届けたアイテムの数を表して 

いている。まだ、道具を届けると、その子守歌 
の登場人物が地図上に表示されるので、それを 

クUツクすれば何度でも子守歌が聞けるぞ。 

5 y 
〔整 

へンー广、 

% 
冷 

'■■--一一.—羞 

晒 
1⑩ 

T 

— 矿ダ♦ 
^ f ^ 

^ ^ f i |T| 
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とっても中華なシューティング 

f § a ( J|| HM 

横スクロールタイ7のシューテ 

イングゲーム。アーケードからの 

移t直で全5ラウンドだぞ。 

仙人マイケル•チIンは、仙人 

の最高位である「中華大仙」にな 

るため修行の旅へ……。そこには 

数多くの試練が待ちうけていた。 

操作はキーボードでもジョイス 

テイックでも0 Kだ。自機のI文撃方 

法は、前方弾と法術があるそ。最 

初は前方弾しか使えないが、ラウ 

ド^^^^^ 

Q| 

ミ^^ぞ丫て 

〇通常画面。チヤー八ンとかギヨーザとかが飛んできちゃて 
て、も一大変なのだ。右隅にお猿さんもいる。ウッキー/ 

ンドの途中に出てくる中ボスを倒すと扉が 

出現する。その扉の中へ入ると、イベント 

ワールド（ショップみたいな所）画面に。 

ここで4種類の中から好きな法術を選ぶ。 

法術とは、前方弾とは違う弾をさまざま 

な方向に飛ばし攻撃するもので、全部で13 

〇ステージクリア後の画面a謎のじじいが新た 
な称号を授けてくれちやうのだ 

種。攻撃方向や弾の特性なども多彩で、ち 

よつと使いづらい術や、対地攻撃に向いて 

し、る術、カタし、敵にもよく効く術などがあ 

る。法術は一度身に付けたら別の法術を選 

択するか、自分が死ぬまで使用できるぞ。 

このほかにも特定の敵を倒すと、つぼの 

〇画面右側にし\る汊頭の変なヤツが中ボスだ。 
こいつを倒せば新たな法術が得られるぞ/ 

[X68000シ1Jーズ[5HD「7900円1 

■発売元/シャーフ■発売中 

〇これがイベントワールド画面だ。どの法術が 
いいか迷ってしまうのだ 

形をしたノくワーアツブアイテムが出現する. 

これを取ることにより自機がスビードアツ 

プしたり、前方弾が強力になったりするの 

だ。I UPもあるよ。 

このゲームは背景や敵キャラなども中国 

っ(ぞいので、中国旅行した気分になれちや 

う力、もね（!？）。そしてステージの最後には 

でっかいボスキャラが^寺っているのだ：：: 

のボスキャラを倒すとステージクリアで、 

仙人としての新たな称号か与えられる： 

また、難易度を5段階の中から選べたり, 

コンティニューを何回でもできたりと、シ 

ューテイングゲームが不得意な人にも親切 

な出来になっているのだ。さあ、キミも中 

華大仙を目指そうせ// 

(-1ーマーのIば至-\ 
「少し難しめだよね」「でも難易度が5段階 
から選べるしj「コンティニュー何回でもで 
きるしい」「まあ、なんとかなるよね」「で 
もラーメンとか飛んで<るから、おなかが 
すいてきちや^のだ」「あろあろ」 

熱中度★ ★ ★ ★ j 
V_^ 

IEFIra&lraJlEIrgJl^raL51raL51rdL^ra[51ra 

o2eのポスはカツパre—/ 

「皿だ、' 頭の皿を狙え//」な彳ん 
てアドパイスは出なIYけどね 

◎こいつは一面の_スなのだ。 
さ-3さとやつつけr癡ぎ鳥で电 

食べよラか銶つと 

も風 



ギヤラクシ■フオ■スII 
大型の体感ゲームとしてゲ_ムセンター 

でも人気のあった、自機を後ろから見た3 

Dタイプのシューテイングゲームなのだ。 

平和だったジュノス恒星系に、破壊と殺 

りくにより侵略を繰り返してきた第四帝国 

が、その魔の手を伸ばそうとしている。彼 

らはジュノス11星系を要^匕しようとして 

いるのだ。銀河®Bはそれを阻止するため、 

最強の戦闘部隊「ギャラクシーフォース」 

に出動を命じたのだった。 

自機はギヤラクシーフォース制式戦闘機 

「TRY-Z」。武装は二連装シヨットと、敵を自 

動追尾するミサイルの2種類だ。全部で6 

つのSCENEから構成されていて、最終S 

CENE以外の5つの惑星はどこからでも始 

められる。そして、その5つの惑星をクリ 

アすると最後のSCENEへ進めるぞ。 

操作はタウンズパッドのほか、アナログ 

[FM TOWNS「CD-ROM"! 9800円"] 

■発売元/CSK総合研究所■発売中 
ご,I..."|1"…...“lnn.llI,m.M.•…I"...|1"…I，….II"…I.....|1"…I.….|1■.…I"…|1“." ‘..."""…I..“1H"…1”"“1…”I  I 

fオープニング OPチモ/ 

ジョイスティックにも文寸応してるぞ。難易 

〇これらがSCENEA〜Eの各惑星。下の5枚 
の写真は、この並び方に対応させているのだ 

OSCENE巳の発進シーン。このゲー厶は 
SCENEによって発進シーンが違うのだ 

ここではSCENE AからSCENE巳を、少しずつだがお 

見せしよう。どの星から行くかは、まあお好みで。最初は 
SCENE AかSCENE Bあたりが無難かな。 

-ゲーマーの談話室- 

「グラフィックはいいよねj「でも、ちよ一 
つと違ろんだよね」「巳GMのアレンジが変 
な感じj「やつばアナ□グジョイスティック 
でやりだいぞ」「体感ゲームじやないのだ」 
「そりや、しよろがないつてj 

熱中度★ ★ ★ ★ ★ 

SCENE D 
砂漠の惑星。クモの巣 
のよラなちのをはつて 
ジャマして < る敵や、 
人型兵器が飛び跳ねて 
きたりするのだ。やや 
ムズかしめかな。 

な，'な 

I 
ID日フ 

SCENE C 
緑が美しい植物の多い 
惑星。背景に見とれて 
敵の弾に当だらないよ 
ろに気をつけること。 
難易度的には中間<ら 

度は4段階から選べるようになっている。 

さらにナレーション入りのオープニングデ 

モや、サウンドテストが付いた。ここら辺 

はアーケード版よりパワーアップしてるね。 

難易度は少し易しくなったかな。BGMはア 

—ケード版をアレンジしたものなのだ。 

この惑星は最初 
から敵がいっぱ SCENE E 
い出てきて大変なのだ。氷の惑星で敵も寒< 
て大変なのでは？なんて余計なことを考え 
だ < なる。とてもムズかしいなあ。 

SCENE A ここは宇宙空間 
から敵要塞に進 
入、その中枢部を破壊するのだ。あまりムズ 
かしくないので、ここで操作に慣れてから他 
のSCENEを攻略するといいんじやない9 

SCENE B 火の玉が降って 
きだりブ□ミネ 
ンスに襲われだりと、とっても熱そろな惑星 
だ。5つのSCENEの中では、まだまだ簡単 
なほろだね。 
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今月の遊べるデモはD.p.s SG 

怒/ 
今月の遊べるデモは美少女桃色/血 

沸き肉踊るせ'。もちろん、これはあく 

までもデモなので、Hな画面はないの 

よん0 

MSXユーザーの護り神『ディスクステー 

ション』。今月はなんだか杉鹿、美少女満載 

ってな感じで、ちょっとQかな。 

さらにうれしいお知らせ。あの『魔導物 

語』のBG Mのアレンジノ、しジョン4曲を収 

録したシングルC Dがもれなくついてくる。 

P 艮定版なので買いのがさないよ一に/ 

〇今回のタイトル画面のG.G.は、魔導の女のコ。手 
に持っているのは、限定G□つてわけね 

フロッピー2枚分の幸せ 

灑 

[M_SX2 l_3.5DDf2980円] 

■発売元/コンバイル■発売中 

今年もX Xだった君に 

幾多の障害を乗り越えて、ライパ、ルよ 

りも早くボーイフレンドにチョコレー 

卜を渡すのが目的のアクシヨンゲーム。 

-ゲーマーの談話室- 

「今回はなんだか0だつたな」「でもゲーム 
の内容は良心的だから、これなら▽▽も〇K 

さ(多分ね)」「もちろん、ブ□グラムとか連 
載小説とか、いつもの各コーナーも健在。そ 
つちのほろも存分に楽しんで<れたまへ」 

熱中度★ i 

好評につきプレゼント再開！コンパイルの内側がのぞけるビデオ 

メイキン7、オチ 
今^^ 

『ランターの冒険III』の制作風景や、『〜III』に付いて<る 
NGディスクの続きを収録したビデオ(VHS *17分)ガコ 
レ。『〜III』を買つて応募して<れだ人に抽選でプレゼント 
していたものだが、好評につき再度ブレゼントすることに 
なつた。前回ハズした人も、手に入れるチャンスだぞ/ 

土 

フイスラの戦士後編 

一挙公開/ 
『ランダーの冒険III』についてくる 
NGディスクは、途中までしかプレ 
イできない。続きが見たいと思って 
いる人に朗報/このビデオの第2 
部に、続きが収録されているぞ。 

㈣ 



じやないかな。「自分もこんなカードゲームを作ってみだ 
いなあ」なんて思っだ人もいるハズ。まだ「テーブルト 
ークRPG (以下TRPG)に興味はあるんだけど、どう 
やったらいいかわからない」とか「もっとろま<TRPG 
をブレイしだい/」といろ人にろってつけの本が出たの 
だ。マイク□デザイン出版局から発行された□ールプレ 
イング巳〇〇KSシU—ズが、そんなキミだちの手助けを 
して<れるぞ。シLIーズの第3弾として「コンピュータ 
RPGの作り方j (飯島健男著)の発行も予定されている。 
ゲームデザイナーを目指している人は要チェックだ/ 

ディ; 
嘛 

PI 

の 

進出 

テー 

人気 

:ぇ 
け 
，だ 
:•終 

Iク4枚分の興奮// ？^ 

aクステ■シヨン的st 
-みそコネコネ•コンパイルが、98に テーブルトークRPG 2本の、本立て 

して、はや4か月。この『ディスクス なのだ。その中にポロっと混ざった『囲碁 

.シヨン98』も、もう3本目となった。入門道場』ルール編が絶妙にマッチ（!？） 

•月のお題は「RPG特集」というわけで、しているぞ。今回もなんとか踏みとどまっ 

爆発の市販RPGから遊べるデモ3本と、てデイスク4枚組。 

RPGフアンお待ちかね、 
SLGフアンごめんなさい 
のRPG大特集./バソコ 
ンゲームとボードゲームか 
ら、人気ゲームをぼりつと 
チヨイス// 

サーク2 

ソードワールドRPG/ 
窗空からの侵入者 

どメ 

■ir 
Dテーブルトーク闩PGをモニタ上で体験 
するという企画。イラストは幡池裕行氏 

〇人気のアクションRPGシリーズ第2作 
目。もろみんなプレイしたかな 

闘神都市 

メタルヘッド 

ひ牧、 

0ホビージャパンで売り出し中のサイ八一 
ぺンクRPG 

0さらわれたお姫さまを助けることが目的の 
アクションRPG。高速移動画面に注目/ 

〇前号は見るだけのデモだったこのウキウ 
キわくわく美少女ソフト 

[PC-9801シリーズ[3.5,5HD 1=3980円 j 

糸アナ□ヴディスプレイが必要です 
■発売元/コンバイル■発売中 

1111 | 1-+.. :士 .... 

■■it! If 
I 

1 

■ゲーマーの談話室- 

「今回の特集はRPGのファンにはこた 
られないね」「いろんなゲームを、少しだ 
とはいえ楽しめるといラのはやはり得し 
気分」「でも、遊べるデモはすべて途中て 
わるので、ちよつと欲求不満になつち'やう; 

熱中度★ ★ ★ ★ 3 

pこ究口茹能が:hか3本r? 
第1弾「RPG力ードゲームの作り方」第2弾「テーブルトークRPG入門j 
鈴木銀一郎.著 安田均•監修冒険企画局•著 

最近 '"モンスターメーカー〃シリーズなどの力ードゲーマイク□デザイン出版局.発行 マイク□デザイン出版局.発行 
とが大人気。みんなも1度や2度は、遊んだことがあるん 1900円(税込） 2000円(税込） 

t2 —/しブしイしウフックス 
シワース 

〇乙❿尊の巻末！一は、力jドゲ 
—厶奄デザインして作れIる#う 

U"ブラ>クカ—J^#付いて：5 

る❹だをこれ雀利用し之、自分 
だけ®オリジナルカードぎ=4 

00本で手[C入1)テーブルトC 

ク RPG.のfi4J んd#M介：TJII 
ている0こ111を参考に自分の趣 

崃1C合-つたゲ—厶奄選ぶこと# 

できる'。これさえ読めぱテープ 
ルト—ク'RPQ傳士：になれる?! 



新作ゲーム先取り/• 

3op Flash 
※このコーナーで紹介している画面は開発中のものです 

今月の目玉は、ホットなニュースがいっぱ 
いの「ゲーマの新作最前線」。ちょっぴり 

気が早いけれど、年内発売予定のゲームを 

発表したソフト八ウスから、超（!？）ビッグ 

タイトルのお話や、新しいソフト八ウスの 

参入などなど、今年もにぎやかになりそう。 

大東亜黙示録 

| PC-9801シリーズ| 3.5.5HD_ |価格未定| 

■発売元/ウルフ•チーム 

■発売日/3月29日 

を採用し、インド洋からアメリ 

力西海岸までの広大な範囲を扱 

つている。軍には丨毎軍^陸軍^ 

航空隊があり、艦艇や航空機丨つ丨つに細 

かなデータが設定されている。また、部隊 

卜 の 0 
た ゲ 

の め 1 
数 厶 
値 と 画 
は て 面 
部 ち 
隊 見 ノ 
の や 1 
数 す ラ 
い イ 

° ン 
ZL へ 
二 ク 

ができ、そのときの状況によつて講^条約 

が結ばれるようになっていること。戦闘は 

第2次世界大戦の、太平洋戦域を扱った 

戦略級SLG。プレイヤーは、大日本帝国の';毎 

軍司令長官、陸軍大臣' 外務大臣を兼任す 

る立場となり、アメリカやイギリスなどの 

連合軍と戦っていくのだ。 

マップは『D』同様のノーラインへクス 

には自由に名前がつけられるようになって 

いるそ'。 

従来のSLGと大きく違うのは、プレイヤ 

一の好きなときにゲームを終了させること 

アニメーシヨンで、表現されるなど、ウルフ 

•チームならではのビジュアル効果もバッ 

チリ//初心者でもプレイできる、シンプ 

ルで奥の深いゲームだ。 

〇広大な範囲を扱ろため全体マップが用意され 
ている。自軍、敵軍の部隊が表示される 

〇拠点をクリックするとマップ上の位置と細か 
なデータが表示される 

ブしぬトコーナ— 
〇メイキンヴコンバイルさん、マイク□デザインさん、 

風雅システムさんのご厚意により、下の写 

真の本Stヴツズをプレゼントします。ご希 

ITル 

ぬ7レし.ク供I 

RPGカードゲーム^を 
の作り方-侧们 1乍M , 作P 

0 G 
方力 

I 
K 
ゲ 

メモバット 
(2冊セツト） 

望の方は、はがきに郵便番号、住所、氏名、 

年齡、電話番号、欲しいプレゼントの番号 

を明記の上、次のあて先まで応募して<だ 

さい。亍105東京都港区新橋4 -10-7 T I 

M テクノポリス編集部 4月号G.W.P 

係。締め切りは4月8日必着。当選者の発 

表は6冃号で行います。 

2月号 G.W.P.I 
当選者発表// i 

•システムソフトオ1Jジナル 
卓上カレンダー 

小山幸男（福島県）松下浩之（埼玉県）冨 
田真巳（干葉県）上田徳章（兵庫県）由木 
賢一（鳥取県） 

•アマランスポスター 
木村篤（千葉県）石塚一（東京都）有泉嘉 
成（神奈川県）岡田貴（静岡県）神谷知司 
(愛知県） 
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守り神の守護の下、長い平和 

を保ってきたブレーリアの町。 

しかし、あるとき牙财申が復活し、 

神殿を守ってし、る妖精たちを石 

に変えてしまった。このままで 

は牙财申の力がますます強くなり、 

世界の平和が危ない// 

石像にされてし、る妖精の石化 

を解除し、出口まで連れていく 

と面クリア、というフアンタジ 

—アクシヨンノヽ°ズルゲー厶。キ 

ミは、妖精にかけられた呪いを 

一時的に弱める 

力を持つという 

赤いマントを身にまとい、 

妖精の魂を神殿に帰してあ 

げるのだ。 

全部で40面。マップ上に 

は、敵ゃ石化された妖精、 

出口のほか、障害物や宝箱 

などがg己置されている。だ 

けど、プレイヤー自身は、敵を倒したり宝 

箱を開けることは一t刀できないのだ。妖精 

のほかにも石にされた戦士や魔法使い、盗 

賊たちがいるので、石イ匕を解除してあげて 

仲間にしよう。盗賊は宝箱の轉封を、戦士 

は剣の攻撃で、魔法使いは魔2」二よる間接 

攻撃で敵を倒すことができるぞ 

I X68000シU—ズI5HDI7800円 | 

■発売元/ェ画堂スタジオ 
■発売日/4月予定 

么辦货:然然热'* 然贫や^;^ザ^然^^^ 

\ v及W 
齡:％ 

0下のほラにいるの 
が主人公。その上の 
3人は左から戦士、 
魔法使い、盗賊。み 
んな心強い味方だ。 
よろしく頼むせ/ 

0不気味な目玉のお化 
けがラろついている。 
ここは藝場なのだろう 
か"？え〜ん、こわい 
よ〜、しくしく 

[PC-9801シU-ズ[3.5,5HDl7800円 | 

* MS-DOS Ve「.2.1以上、アナ□ヴディスフレ 
イが必要です 

■発売元/ホビージャバン 
■発売日/3月下旬 

ボードSLGの老舗ホビージャパンの新作 

は、米国アバロンヒル社の「TITAN」という 

ボードSLGをパソコン用に忠実に移植した、 

フアンタジーSLGだ。プレイヤーはビース 

トロード（野獣王）となり、モンスターの 

軍団を率いて他の口ードの軍団を打ち破り、 

〇ゲーム画面。剣や十字架をかたど 
つたユニツトを、スd.'ロクのように 
動かしていく 

最後まで生き残つた者が勝者と 

なる。 

ゲームはへクスで構成されたマツプをス 

SC3 
PbAYER 

I人から4人まで遊べるマルチモードと 

ゴロクのようにめぐり、モンスターを召喚 I人のみのキャンペーンモードがあり、キ 

して軍団を強化し、敵と戦っていく。戦闘 ヤンべーンモードは、さまざまな口ードと 

は各地形ごとに用意された戦神fマツプで行 

われる。攻撃時には、キャラクタが剣を振 

るなどといったアニメーシヨンをするそ'。 

戦い、自軍のモンスターを成長させ、キン 

グ•ォブ•口ードを侄ljすまて！売く。ドラゴ 

ンなどの怪物たちが主人公の異色SLGだ。 

0戦闘はへクスで構成されたマップ上で行ラ。 
キャラのアニメーションは迫カモノ// 
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サブナック 

〇全40面は各10面ずつ、違ったパタ— 
ンのマップになっている。なんか生々 

しい感じのマップだな 

〇ここはやっぱりどっかのお城か神殿 
の中だろうか?敵の戦士たちがうよ 

うよしてやがるぜ。ちくしよう// 



と「新しい時代を迎えるために神と人との 

契約書にサインすること」が、このゲーム 

のテーマだ。壮大すぎるテーマのために3 

部構成になってしまい、これはその第丨部。 

糸売きはユーザーの反応を見て発売していく 

予定らしい。舞台は近未来。すべてマウス 

で操作し、画面上にある物や人の上をクリ 

ックすると出てくるコマンドやメッセージ 

の選択によりゲームは進行する。 

シグナトリ 
-調印者- 

D(68000シiJーズ15HD | 1万2000円 | 

■発売売/NCS 
■発売日/3月下旬 

〇ゲーム画面は基本的にこんな感じ。敵に遭遇 
すると、ダメージ制の戦闘シーンになるぞ 

〇建て物の中から出ると、マップが出現する。， 
ゲームが進むにつれて、行ける場所が増える 

ヒトラーの死の信憑性、月面に何があつ 

たのか、火星にある人面岩の存在など、3 

つの謎から導き出された大胆な仮説0歴史 

とは操作されて作られた記録ではないか、 

±脏求は常に監視されていて、ある存在の管 

王里下にあるのではないか、ということをパ、 

ック•ボーンに作られたAVG。「人間の進化」 

Sim City 
テレインエディター 

PC-9801シリーズ 
X68000シ iJ ーズ 

3.5-5HD 
5HD 

※『Sim City』ゲーム本体が必要です 
■発売元/イフジニア 
■発売日/3月15日(X68K版は4月下旬） 

r__1.__^ 
!!叫.d.1 ' 

■ I« I'rTVI 
1 

〇地面に''IMAGINEER、、な〜んて文字だつ 
て書けちやろのだ 

〇自分の好きな地形を創ることができるから、 
日本地図の形にもできるぞ 

日乍年、大ヒットした『Sim City』。結構こ 

のゲームにハマった人も多いはず。どうし 

ても50万都市を作ることができなかったけ 

れど、その夢をかなえたいという人に、強力 

なアイテムが発売されるぞ。これを使えば、 

どんな地形でも自分の思うがまま。ジャマ 

な川を埋め立てたいと思っていたキミも、 

自分の街と同じ地形でプレイしてみたいと 

〇なんだかレンガを積んだお城みたし〗な地形。 
よ〜く見ると、碁盤目状に水地があるのだ 

思っていたキミも、思いどおりの地形で、 

ゲームを始めることができるのだ。また、 

プレイ途中のセーブデータをエディツトす 

ることも可能なので、これまで発展させて 

きた愛着のある街を、少しだけ変えたい、 

という人でもOKだ。みんなが夢にまで見た、 

憧れのメガロポリス（50万都市）もこれさ 

えあれば夢じゃない!？ 

鼸腿鼸纖 

〇日本ソフテックの『AMIDA EXTRA』。9日 
版アクションパズルゲ_厶だ 

「今月は、なかなかビッグなゲームがそろ 
つているね」「まずは、もうすぐ（3月下旬 
ごろ）『マジック•キャンドル』（98版)が発 
売されるスタークラフトから。すべて海外 
版からの移植もの」「う一む、いつぱいある 
なあ。それじゃ発売時期の早いものから紹 
介していきましよろか。まず、「フユーチャ 
-•ウォーズj (98版)が5肖ごろ。真横から 
見だ画面内を、キャラクタが歩き回るタイ 
ブのSFアドペンチャー。それから、生物を 
合体して進化させていく『ダーウインズ• 

ジレンマ〈仮〉j (98版)が6月ごろ。これ 
は、例えばクラゲの力ードを4枚集めてヒ 
トデに、ヒトデを4枚でウニに進化させる、 
といつだテープ)レゲームつぼし\ものなんだ 
つて。あと、秋には、最近アメリカでも発 

売されだ『指輪物語j (98版)が。年末には 
『マイト&マジックIII j (98版)が吊定され 
ているぞ」「お次はイマジニア。まだ、はつ 
きりとしだ発売日は決まつてないけど、 
前々から予定のあつた「シムアースjの98 

版が夏ごろ、X68 K版が秋ごろ発売の予定」 
「パック•イン•ビデオからはAVG「デジ 
ャヴ恐怖の正夢』(98版)が6后ごろ。その 
ハ°_卜2 rデジャヴIIラスペガスからの 
脱出』(98版)が7后ごろ発売される予定だ」 
「あの二重ラスタースクロールが印象的だ 
つだ『ナイアスjでデビューしだエブザク 
卜からは、海の中で戦う□ボット•アクシ 
ョンゲーム『アクアレスj (X68K版）が」 
「夏ぐらいには出しだいつてことだつだけ 
ど、発売日は未定j「アクション系では、あ 

〇画面左の顔をクリックすると 
コマンドのウインドウが出現 
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コンピューターの卵 

rPC-9801シリーズ |i5.5HDl8200円 | 

※アナ□ク*デイスブレイが必要です 
■発売元/八一卜電子産業 
■発売中 

0卵は、3種類以上の素材を機械で合成して作 
られる。素材は（最終的には）日種類あるので、 
どれを選ぶかが問題なのだ 

雑誌編集者の木村は、動物の生態研究を 

している渡辺博士から、おもしろいモノを 

見せるという電話を受け、喜んで博士の研 

究所に遊びに行った。しかし、研究所には 

誰もおらず、ただ見慣れぬ機械と、機械の 

データらしきものが置かれていた……。プ 

レイヤーは、主人公の木村となって機械に 

閉じ込められた研究所の動物たちと、恋人の 
〇卵にプラズマを照射しているところ。このよ: 

ろな実験を繰り返して卵をふ化させる 

渡辺舞香を救出するのが目的だ。 

ゲームは、さまざまな種類の素材を機械 

に入れて合成した卵を、機材を使って分析、 

実験しふ化させる。ふ化させるには、火で 

あぶったり、プラズマをシヨートさせたり 

とかなり過激なことをするのだ。今までに 

ない、卵のふ化をテーマにした新しいタイ 

フ。のSLGだ。 

〇卵からマンボウが産まれた。動物は重要な情 
報を知っていることも 

ブラック•レインボウII 

rPC-9801シリーズ |i5.5HD~| 8800円 | 

* MS-DOS Ver.2.1以上、アナ□ヴディスブレイ 
が必要です 

■発売元/ホビージャパン 
■発売日/未定 

好評を博したフィールド型RPG『ブラッ 

ク•レインボウ』の続編が早くも登場/今 

回は、前作より数年後の話で、舞台は前作 

と同じスカルゲルン大陸。ストーリー的に 

は前作の糸売きだが、キャラクタはまったく 

新しくなるということ。そのため、前作で 

育てたキャラクタを転送することができな 

いのがちょっと残念0 

システム的には、完成度の高かった前作 

を引き継ぎ、大きな変更点はない。画面上 

〇キャラクタの能力値などの変更はない。機能 
的で無駄のないレイアウトだね 

〇基本画面のレイアウトが少し変更された。移 
動は下部の矢印をクリックする 

のレイアウトなど細部にわたって、より使 

いやすいように改良がされている。さらに、 

シンプルだった戦闘時のグラフィックを強 

イ匕BGMにも力を入れて曲数を増やし、よ 

リエキサイティングにゲームを楽しめるよ 

うになったのだ。 

残念なことに、開発が遅れぎみなので、 

発売が少し延びそうだとのこと。今から楽 

しみに待っていよう。 

の月刊ゲーメストの編集部が制作している 
といろバ1」ノ V」の横スクロールシューティ 
ンブ「スコルピウス』（X68K版）が4月上 
旬ごろ出る予定」「自機から出る触手(オプ 
ションみだいなもの）を使っての攻撃が特 
徴だね」「それから、日本ソフテックから 
は、リアルタイムで繁殖、進化、捕食など 
を行いながら、より繁栄しだ生体系を創り 
あげることを競うゲーム「エブゾン』ガ出 
るぞ。これにはキヤラクタエディタとマッ 
プエディタがついていて、自由に設定でき 
るんだって。98版は4月下旬、X68K版は5 

月下旬ごろ」「もう1本、アクションノ \°ズル 
ゲーム『AMIDA EXTRA』（98版)は3月 
下旬ごろ」「さて、突然ですが悲しいお知ら 
せです」「5000円という低価格で、ユーザー 

〇 〇月刊ゲーメスト編集部が制作している横ス.クロ [ 
.. 一—’..。’- S 

から寄せられだシナI」才をゲーム化してき 
だ、データウエストの『Misty』が、Voi. 

7をもって、おしまいとなってしまいまし 
だ」「残念……」「ちよっと気を取り直して、 
発売日が決まっだ明るい話題を少々いきま 
しようか」「長いことお待だせしだコナミの 
『パ□ディウスだ/』（X68K版）が、4月 

19日に発売日が決定。来月号では詳しいレ 
ビューがお届けできそろです」「そして、読 
者アンケートでも人気上昇中、ガイナック 
スの「プリンセスメーカ_』（98版）が、少 
し発売が延びだけれど、4月5日発売の予 
定」「こちらも来月号で」「お楽しみに//」 
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i) 移植 
〇「信長の野望•武将風雲録』98版。日本 
列島が画面全体に表示されているので、 
大き <、見やす < なつだ。フウスにも対廠 

今月は、まだかまだかと首を長くして待 

つていたゲームから紹介していこう。まず. 

移植は進められていたものの長らくお待た 

せした、X68K版『遙かなるオーガスタ』 

(T & Eソフト）の発売日が4月5日に決定 

した。それから、他機種への移植希望の多 

かった『サイレントメビウス』（ガイナック 

ス）のX68K版の移植作業がスタート。5 

〜6月ごろに発売が予定されている。 

そのほか、『石道j (アスキー）88版、X 

68K版が3月下旬ごろ、『ブライ下巻完結 

〇〇ウルフ•チームの『斬〜夜叉円舞曲」g日版。昍版からの 
移植にあたり、グラフィック面を強化 

編』（リバーヒルソフト）TOWNS版が5月中 

旬ごろ発売される予定。 

また、発売日が決まったものは、『信長の 

野望.武将風雲録』（光栄) 98版が3月15 

日、『ワールドゴルフIII』（エニック 

ス）98版が3月24日。このほか、『や 

じうまペナントレース2』（ビクター 

音楽産業)の98版が、『やじうまペナ 

ントレース2 1991』とタイトルを 

変え、プロ野球の開幕に合わせて4 

月5日に発売されることになった。 

これは、去年88版が発売されたあと 

にトレードされた選手や、新しく加 

わった選手の部分を手直ししたもの。 

88版よりも新しいメンバーでプレイ 

できるってわけだ。 

藤堂龍之介探偵日記類洋丸桑港航路殺人事件 

黄金の羅針盤 
PC-9801シリーズ 3.5-5HD 
FM TOWNS CD-ROM 

9800円 

〇オープニングから。セピアっぽい色調はその 
まま、ゲー厶全体フルカラーのグラフィックに 

98版からの移植0ゲームシステム上での 

大きな変更点はないが、ゲーム中の移動に 

「部屋を出る」というコマンドが加わった。 

これによって、いくつかのブロックに分か 

れている広い部屋からの移動が楽にできる 

ようになった。また、サウンド面では、CD 

から流れるMIDIを使って録音した21曲のほ 

か、内蔵音源を使ったもの31曲（このうち 

7曲がMIDI版と重複している）の、合計45 

曲が収録されている。 

※98版はアナ□ヴディスプレイが必要です 
■発売元/|Jパーヒルソフト 
■発売日/4月中旬 

〇基本的な会話シーンの画面。シナリオや 
登場人物のグラフィック、画面構成などは、 
98版とまったく同じ 

だ責 

S画 
捜の 

でジる 
覚-い 

感ぺて 
な■—つ 

うりな 
よよく 

む版す 
込98や 
ぎ。い 

書る使 
にさ、 

帳でり 
手録な 

〇-記く 

98版では翔洋丸のロンジで「蓄音機を聰<J 

ことによりゲ—ム中の巳GMを聞Vことが 
できだが、TOWNS版では龍之介が宿泊 

するア—スの間で、好きなBGMを聞きな 
がら、海や船の絵やゲ—ムに関係する品々 

Jを鑑賞することができるようになつた。 

璉 
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月ももりだくさん。 

エメラルド•ドラゴン 
シニア•クラス•ブック 

藝： 

三国志II武将卜ーナメント団体 
戦で大さわぎの十字軍。さらに 
第2回激ペナ2大会の告知とェ 
メラルド。ドラゴン、FRAY、 
サークIIのウル技などなどが今 

集 

SHINBASHI 発 MSXインサイド•レポ■卜 
ソーサリアン移植計画/M丨DIサウルス公開質問状 
MSXViewで焼肉パーテイ/プログラミングの世界 

とりあえず春はろれしい。ろれ 
しいから今月のテーマはプレイ 
したあとの充実感。末広がりの 
厳選8本掲載で、1画面3本、 
N画面3本、10画面とFP部門 
が1本ずつ。 

Mクて 

爲ヶみ 
g I重 
5厶ね 
'm' ■，るへ 

® B Iし 

5提督の決断/サークII 
I銀河英雄伝説II Iティル•ナ•ノー グ 
|ドラコン•ナイトII 
* ファンタジーIV/ドラゴンアイズ/ 

ディスクステーション23号 

MSXfANの既刊、新刊ご案内 
プロクラムコレクション50本 
フアンタムライブラリー® 
定価日日0円(税込） 
1990年5月号〜10月号で掲載した 
ゲー厶•プログラムのなかから50 

本を厳選。そのほか、サウンドと 
ビジュアルのミニアート「AVフ 
オーラム」やVRAMの関係の記 
事を再構成したページも掲載。 

エルフ美少女アルバム 
定価1380円(税込） 
美少女ソフトの大御所エルフから発売 
になった全ゲー厶にスポットをあてた 
愛蔵本。200名におよぶ女の子を集めた 
名鑑は圧巻。大ヒット作の『ドラゴン 
ナイト』と最新作の『II』のダンジョン 
マップや秘蔵の原画も特別収録。エッ 
チな袋とじももちろんある。 

ゲーム十字軍Vol.3 
定価980円(税込） 

本誌で好評連載中の「十字軍」を中 
心に、巻頭のゲーム攻略の記事を再 
編集したMSXゲームのヒント集。 
このほかに美少女を集めた桃色図鑑 
やマップ集、ストラテジを掲載c 

さらにGMのリストも満載。 

XB8000 COMPLETE 
BOOK 
定価1200円(税込） 

X68000のファンのための愛蔵本。目玉 
は新X昍〇00企画部隊への直撃インタ 
ビュー。ほかにゲームやアプリケーシ 
ヨン、フリーウェア、周辺機器を網羅 
した紹介記事とカタログの超集積！ 

ENTERTAINMENT FOR USERS 

月 4月号 
好評発売中/] 

特別定価 560円 

毎月8日発売 

記念増ページ特大号 

特別付鑤 
0三国志IIの武将卜 

Iナメント団体戦に 
は外ウマもあるので 

お楽しみに/ 

ゲ—ム•プログラム ゲ—ム十字軍 
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テクポリ読者のキミに送るお買し〗得情報のページ/ 

n編 第習弾獨 

商品番号 

税送料込価格¥3-800 

ご 

题的?:; 

パソコンゲーム• 身 
キャラクタ-大龄 

ソフトオリジナルカタロ 7VoL2 

発売されるやいなや大人気となつだ美少女 
ソフトオ1Jジナルカタ□ヴの第2弾 
前回よりもさらに内容を濃縮 
君の目と心を離さない（ドツキン)2ビデオ 

PSVX-1008 
▼内容/35Min(VHS/HI-FI STEREO) 
▼発売元/㈱ポリスター(好評発売中） 

紹介されているソフトハウス©ファミリーソフト/ソフトウェアハウ 
スばせり/エルフ/ク1jームソフト/フラムデザインワーク/ストライカー/ 
バーディーソフト/グレイト/ディー.オー/ガイナツクス/カクテルソフト 
/フェアijーテール/ジャスト/真実フロ/美少女倶楽部/ポニーテールソフ 
卜/フェアu—クラフト（順不同） 

商品番号 

穸多ノ■忍毖冒_峻© 
吃帽か麵^1 

といラ訳で12のソフト八ウスがそれぞれ 
ご自慢のゲームミュージックを持って集まって 
出来上がったのがこれだ！ 

CDテク/ポリス 
パソコン•ゲーム•三ユージツク大全集 

税送料込№¥2,200 
▼内容/50Min(CD/TAPE•全30曲集録）▼発売元/㈱徳間ジャパン(好評発売中) 

ご協力眉いだソフトノ \ウス©コンバイル/ウルフ.チーム/アルシスソフトウ 
ェア/ポーステック/エルフ/デービーソフト/風雅システム/フェア1」ーテ—ル/ 
アーテック/ソフト崖しやんばら/M.N.M.Software/ゲームアーツ（順不同） 



紹介されている 
ソフト/\ウス 
©ア1」スソフト/アグ 
ミツクス/エルフ/力 
クテルソフト/クィー 
ンソフト/ジャスト/ 
ゼネラルフ□ダクツ/ 
ドツト企画/フェアU 

ーテール/ボニーテー 
ルソフト（順不同） 

键獅雜綱初3 

義少交フアン 

必見!！ 
商品番号 

パソコンゲーム. 
キャラクタ-大n合^^ > 

yフトオリジナルカタロ 7VoLi 
税送料込価格¥3,的0 

テクポリの『レモンちつく WORLD』など 

で掲載された美少女ソフトを、かわいい女 

のコのナレーションとドッキン★グラフィ 

ックで30本も紹介しちゃ5ゴキゲンビデオ。 

▼内容/40Min(VHS/HI-FI STEREO) 
▼発売元/㈱ポリスター(好評発売中） 

ス■パーリアル麻雀/ 
ツインイーウル 
税送料込価格¥4,〇〇〇 

ゲームセンターで大人気だった『ツインイー 

グル』と『スーパーリアル麻雀，PART 2/ 

PART 3』を基盤からダイレクトに収録し 

たワクワクビデオ。 

▼内容/29Min(VHS/HI-FI STEREO) 
▼発売元/㈱ポリスター(好評発売中） 

5キ•カス5•シヨー3 
のはじめまして 

税送料an格¥5,800 

あの『スーパーリアル麻雀• PART 2/PART 

3』で大人気のおんなのコ、ミキ、カスミ、 

シヨーコの3人がおりなすおしやれでちよ 

っぴりHなドキドキビデオ。 

▼内容/30Min(VHS/HI-FI STEREO) 
▼発売元/㈱ポリスター(好評発売中） 

^ybizzzTb^xxSi i —— 

瞧美少女テはiS0 
新シリーズ受付開始/ 

※絵柄•仕觀:予告なく変更することがあります。*テレホンカ-ド ー/〜 

①『帰り道は危険がいつ ②『フエIJス』より 
ばい』より©^イー•オー ©フェアリーテール 

④『天使だちの午後•番外 
III』©ジャスト 

送料込価格 

§¥1,200 

商品番号 糸絵枘•仕様js予告な < 変更することがあります。※テレホンカード 
はすぺて50度数です。*テレホンカードは非課税商品です。 

T-7 
商品番75 商品番号 商品番号 

T-2 T-4 

◎『ドラゴン•ナイト』より ⑦『ドラゴンアイズ』より 
©エルフ ©GAMEテクノポリス 

注）P艮定醒売のテレカのだめ、ご希望の品が売り切れだ場合は小為替にて返金致します。あらかじめご了承下さい。 

申し込み方法は次のページを見てネッ！〇 



商品番号 

商品番号 

商品番号 

PC-88でのプログラム開発などを支援する 
DOSo DISK BASICとの互換性を保ち 
つつ、コマンドの機能拡張やアセンブラ、他 

にも便利な機能を目一杯に搭載。 

▼ PC-8801SR 以降5”2D 

SWEET-V2 

[SF-061 

月刊テクノポリスでも大好評、グラフイツカ 

一御用達のCGツール。セルといラ新機能の 

使い心地の良さは、同人ソフトの制作者達も 

保証済。高速で多機能なラルフで鬼に金棒。 

▼ PC-B801SR以降(VA対応）5”2D 

月刊MSX*FANのフアンダム』から厳選 

されたプログラムが50本。遊ぶだけじやなく 

て、解析も改造もできちやう。同名本のRO 

Mまたはテイスク版。©は完売しました。 

①〜③ MSX/MSX2 ROM 
④⑤⑦ MSX/MSX2/2+ 3.5”2DD 

ワー•クリチヤー族にさらわれた王女。男 

の勇者か女の勇者になって救出に向かうか、 

王女となって逃け出すか。3つのストー1J— 

が楽しめる、カード戦闘型のRPGだ。 

▼ PC-8801 SR 以降(VA 対応) 5”2D 
TMSXP/2+ 3.5”2DD 

SF-015 

-八イパー•グラフィック•ツールぅルフー 

LALF 

MSXプログラムコレクション50 

フアンダムライブラリ_①〜®⑦ 

LSF-076 

シエナンドラゴン 
AYUWH-アユミ- 

突然メシアに選ばれた、普通の女子高校生ア 

ユミ。魔王の支配下にある世界を救ラため、 

ちょっとHな大冒険に出発。アクションも 

取り混ぜた、一味違うおもしろさのAVG。 

▼ PC-8801SR以降(VA対応）5”2D 

SF-029 I 

税送料各①〜⑧¥6,000 

込®格④⑮⑦各¥5,000 
税送料込価格¥10,000 税送料込価格¥13,000 

税送料込価格¥7-000 
税送料込価格 

つくねちやんの大冒険 

税送料込価格¥8,000 

大事な仮免許試験の前夜、大事な魔法書と護 

符パンティが盗まれた。なんとかなるわ、と 

脳天気な魔女見習い、美少女つくねちやんの 

AVG。無事に試験に合格で$るかな7 

▼ PC-9801VM以降(RAM640K以上）57HD 
※要MS-DOS Ver.2.11以上 

① SF-013 
② SF-014 
◎SF-025 
④ SF-026 
⑮ SF-019 
⑦ SF-020 

一 

通信販売の老まD 
ほら、貯金箱の前で腕を組んで考えているキミ！ 
まず白い紙にキレイな(読める）字で、ア•郵便番 

号と住所、イ•氏名、ウ•年齢、エ•職業、才•電 
話番号、力•希望の商品名とその記号（ソフト購入 
の方は機種•媒体を忘れずに！）を記入して、表記 
されている（2つ以上の方はその合計の）金額分の 
現金といっしよに、必ず現金書留でお申し込み下さ 

い。トラブルを避けるためにも、この要項を絶対守 
つて下さい。なお、商品の到着には2週間程度お待 
ち下さい。また、誤送によるお取り替えは致します 
が、その他の返品についてはお受け致しませんので 
あらかじめご了承下さい。 

〒105東京都港区新橋4-10-7 

TIM営業企画室通販①係 宛先 



移植ソフトの発売予定もひとめでわかる/ 

※各ゲー厶ソフトの一番早く発売される機種の発売日順こなっていまソフトベンダー武尊で発売のソフトのみ、 

す0この情報は2月15日現在のものです。 すべて価格に消費税が含まれています。 

hf / v<7 益志元 PC儒制-ズ PC-9801ダJ-ズ X6部00シリーズ| FM TOWNS MSX2 主 
5D 3.5 _ 5HD 5HD CD-ROM 3.5HD 3.5DD ROM 

グランフUサーカス 
コースデ-夕V0I.4〜5 

ウェストサイド 
3月9日 
各4800円 

要「グランフリサーカスJ 
ゲ—ム本体 

グランプリサーカス 
パワーアッブキット 

ウェストサイド 
3月9日 
4800円 

要「グランブリサーカスJ 
ゲーム本体 

Thanatos バーデイソフト 
3月10日 
6800円 

4月上旬 
6800円 

5月上旬 
6800円 

ピンクソックス4 ウェンディマガジン 3月上旬 
5400円 

発売中 
3600円 

〔ドラゴン•シティ〕 
X指定 

フェアリーテール 
発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

3月上旬 
6800円 

発売中 
6800円 

メディフ□ーラの泉 ソフト屋しやんばら 3月上旬※1) 

5棚円 

煩悩彌校 
ソフトウェア八ウス 
ばせり 

発売中 
7800円 

3月14日 
7800円 

Sim City 
テレィンエディター 

イマシ•ニァ 
3月15日 
4800円 

4月下旬 
4800円 

要 rSim Cityj 
ゲーム本体 

ランス2 アリスソフト 
発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

3月15日 
6800円 

マスターオフ 
モンスターズII 

システムソフト 
3月15日 
8800円 

ドラッケン 
CBS.ソニー 
グルーフ 

3月15日 
9700円 

発売日未定 
価格未定 

レッドストーム 
ラィジング 

マイクロフローズ 
ジャパン 

3月15日 
1万800円 

メルペンメイズ ェス•ピー•ェス 
3月15日 
8800円 

要メインメモU 
2メガバイト 

信長の野望. 
msmm 光栄 

発売中 
9800円 

3月15日 
9800円 

CD付さは 
1万2200円 

ティスクステーション 
98増刊1号 

コンバイル 
3月19日 
3980円 

ポッキー2 ボニーテールソフト 3月中旬 
8800円 

4月下旬 
8800円 

クエストフォー 
グロ-Uィ 

シェラオンライン 
ジャバン 

3月中旬 
9800円 

G戦略 グレイト 
3月中旬 
7800円 

3月中旬 
7800円 

発売日未定 
7800円 

□ードモナーク 日本ファルコム 
3月21日 
9800円 

ノレーンワース2 T&Eソフト 3月21日 
6800円 

ジーザス2 ェニックス 
3月24日 
8800円 

ワールドゴルフin ェニックス 
発売中 
8800円 

3月24日 
8800P3 

ピーチアッブ総集編 ちちのさはろす 
3月2阳 
6800円 

«1)PC-8801より対獻PC-88VAシリーズ不可 
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ゲ /、父 
PC-88SRシリーズ| PC -9801シリ-ズ| X _00シリーズ | FM TOWNS MSX2 

礎 去 无70几 
5D 3.5 • 5HD 5HD CO-ROM 3.5HD 3.500 1 ROM 1 ^ ^ 

シグナトリー NCS 
3月29日 
1万2000円 

驟大東亜黙示録 ウルフ•チー乙 
3月29日 
価格未定 

ゾークI システムソフト 
3月31日 
7800円 

BEAST パーデイソフト 
発売中 
7800円 

発売中 
7800円 

3月下旬 
7800円 

ピンクソックス5 ウェンデイフガジン 
発売日未定 
3600円 

3月下旬 
3600円 

アス•]一•ライク2 
3月下旬 
6800円 

発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

ルーム 富士通 
3月下旬 
8800円 

オル 
-ションjgJK/tリ旗卜3 

ソフトペンダー武尊 
3月下旬 
各■円 

要r〜テザートオペレー 
シヨン j ゲーム本体 

CAし n—テイソフト 
発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

3月下旬 
6800円 

発売日未定 
6800円 

ベストフレー 
べースボール 

アスキー 
3月下旬 
9800円 

石道 アスキー 
3月下旬 
7800円 

発売中 
7800円 

3月下旬 
7800円 

発売中 
7800円 

学園都市Z ストライカー 
3月下旬 
7800R 

4月中旬 
7800円 

提督の決断 光朱 
発売中 
1万4800円 

発売中 
1万4800円 

3月下旬 
1万4800円 

CD付さは 
1万7200円 

D〜欧州蜃気楼〜 ウルフ•チーム 
発売中 
1万誦円 

3月下旬 
1万2600円 

7ジック•キャンドル スタークラフト 
3月下旬 
9800円 

ブリンス•オフ- 
~しシャ 

フ□ダーバンド 
ジャバン 

発売中 
_円 

3月下旬 
8800円 

フアンタジーIV スタークラフト 
発売中 
9800円 

3月下旬 
9800円 

発売中 
9800円 

ビースト□ード ホビージャパン 
3月下旬 
7800円 

キサナ フェアリーテール 
発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

3月未定 
6800円 

ドラゴンアィス GAMEテクノポリス 
発売中 
6800円 

発売中 
6800円 

3月未定 
6800円 

3月未定 
6800円 

ノスタルジア TAKERU 
4月2日 
1万1800円 

FOXY II ェルフ 
4月4B 
7800円 

4月18日 
7800円 

5月未定 
7800円 

やじうまペナント 
レース21991 

ビクター音楽産業 
4月5日 
9800円 

機動戦士ガン彻クテ 
ィカルオペレーション 

ファフリーソフト 
4月5日 
9800円 

遙かなるオーガスタ T&Eソフト 
発売中 
1万2800円 

4月5日 
1万2800円 

発売中 
1万2800円 

フ|Jンセスメーカー ガイナツクス 
4月5日 
1万2000円 

ディスクステーション 
#24 

コンバイル 
4月9日 
1940円 

Orgel デ-タウェスト 4月上旬 
1万2800円 

METAL ORANGE カスタム 
発売中 
7800円 

4月上旬 
7800円 

4月上旬 
7800P3 

CAし2 バーテイソフト 
4月上旬- 

7800R 
4月下旬 
7800円 

5月未定 
7800円 

5月未定 
7800円 
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I Omminc YiOULO 

P088SRシ」-ズ PC-9801シリ-ズ|.X_00シリ-ズ FM TOWNS MSX2 本 1 ノ 亡） | 开兀5 ノし 
3,5,5HD 5HD CD-ROM 3.5HD 3.5DD 

GROUP X コムパック 
4月上旬 
7800円(彌 

4月上旬 
7800円(彌 

億万酵11 コスモス•□ンピューター 
発売中 
9800円 

4月上旬 
価格未定 

スコルピウス 新声社 
4月上旬 
7800円 

A.m.7ッフ 
コンストラクシ3ン 

アートデインク 
4月12日 
5800円 

要rA.in.〜j 
ゲーム本体 

D • P • S SG set2 アリスソフト 
4月15日*2) 

6800円 
4月15日 
6800円 

4月15日 
6800円 

4月15日 
6800円 

5月15日 
6800円 

「D • P • S SG data2j 
(シナU才集)は通販のみ 

バロデイウスだ/ □ナミ 
4月19日 
9800円 

黄金の羅針盤 UM—ヒルソフト 
発売中 
9800円 

4月中旬 
9800円 

MOON CRISTAし オレンジハウス 4月中旬 
7800円(彌） 

ボッキー2 STUDIOオフサイド 
4月中旬 
8800円 

フーキュリー フキシフ 
発売中 
8800円 

4月27日 
8800円 

A.III. 

A列車で行こ^ 
アートデインク 

発売中 
1万2800円 

4月下旬 
1万2800円 

今日もキャンバス 
花乱満/〜修学旅行騙 

コンピューターフレイン 
4月下甸 
6800円 

カクテルソフト増刊号 ソフトベンダー武尊 
4月未定 
3000円 

ボン/\ーフン システムソフト 
4月未定 
7800円 

フェアリーテール 
増刊号 

ソフトペンダー武尊 
4月未定 
3000円 

ェイジア ソフトペンダー武尊 
4月未定 
6800円 

シューテイング68K ソフトペンダー武尊 
4月未定 
価格未定 

野球道11，91 
データフック 

ソフトペンダー武尊 
4月未定 
偭格未定 

4月未定 
価格未定 

4月未定 
偭格未定 

要r野球道 
ゲーム本体 

季刊CG 1 アイ•アークス 
4月未定 
価格未定 

戦極システム& 

戦国武将KIVO 1.1 
ライトスタッフ 

4月未定 
9800円 

サフナック エ画堂スタジオ 
4月未定 
7800円(予価） 

兹2)卩〇-887八シリーズ専用(5HD)版 

ヨ 

I 

參アフランス 參ワールドスタジアム 中智彦(熊本県） 

能登志津子(北海道)山本勝紀(愛知県） 松田憲治(東京都)高塚美成(静岡県)原 •フ|J一トコ7ンダーII 

田中弘志(滋賀県） 武志(香川県） 片_弘(石111県)宮本英和(兵庫県） 
參ファースト•クイーンn 參ドラッケン •パラメデス 
木蚣宙也(京都府)東純平(兵麇県)和田 梶ヶ谷力(神奈n 1県)近藤轆浩(新潟県） 熊谷美威(宮城県)森本珠代(兵庫県） 
徹(徳島県） 大畑智史(京都府） 參ディスクステーション#20 
♦ドラゴンウオース 參フーキュu— 三島春美(長野県)大田敏之(高知県)上 
中n 1啓一(北海道)木ノ本傅文(和歌山 渡部敬介(山形県)林淳(千葉県)米沢裕 唐奏弘幸(鹿兜島県） 

県)溝□優(宮崎県） (三重県） 春フルトン•レイシナリオ集VOI.2 
•黄金の羅針盤 參タイナフイト•デューク 矢野徹(北勝道)柏昌寿(茨城県)五十嵐 

東和良(岩手県)名取大樹(東京都)金川 出OR次(愛知県)想野秋人(広颳県)長 義次(神奈川県） 

祐一朗(熊本県） 浜宗治(沖繩県） •信長の野望•武将風雲録 

參ミラース 參レインフオーサー 奈良弘雅(群馬県)鈴木由紀(愛媛県） 

稲葉雄一(埼玉県)久保賢美(東京都） 関□浩行(群馬県)鈴木圭二郎(大阪府） 參イルミナ./ 

參フUッツクU—ク 寺*!俊雄(山□県） 栗原昌一(神奈111県)柴田一樹(愛知県） 
田村純(北海道)氏家雅之(神奈丨11県沖 參スライス 松并轆忠(大阪府） 
田茂(広島県） 高田有人(大阪府)玉并寿一(愛媛県)田 參ドラゴンアイズ 

小山圭一(群馬県)吉岡昭典(奈良県)原 

田一義(岡山県） 

參圃I神都市 

猪狩雅人(福島県)山野朗彦(埼玉県)長 

岡克典(和歌山県） 

♦ジェーン 

宮丨11英郎(北海道)田村！(志(新瀦県)佐 

藤真光(静岡県)半田祥浩(大阪府)曾我 

部哲也(兵靡県） 

參ニコル 

III守田学(罱森県)/J \池霣廣(干葉県)上 

野好弘(神韵11県)約谷康行(石11圖)小 

牧克守(大阪府） 

♦蠆子物語 

小11應伸(千葉県)難波将史(神奈川県） 

桑島康成(宮崎県） 

※敬称は省略させていただきました。 
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ゲームソフト 
売れ行き 

BEST lO 

ここ2か月の集計にくらべると、新作の数が少ない時期 
だつだが、初登場のゲームが意外に多い。1月の中旬以 
降、2月の15日までに発売されだものでは『鋼鉄の騎士』 
『ライヒスUッター』『スーバー/ Wルスキンノ \°ニック』0 
移植版の発売で上位に上がつてきだのは『ドラゴンナイ 
卜ii』(MSX2版）、『BEAST』(X68K版)。『続ダンジ 
ヨン•マスター』の売れ行きは一段落しだ感じだが、『A. 
III.A列車で行こラ』は、まだまだ売れているようだ。 

參東京J&P渋谷店S03-3496-4141 _2月1日〜2月15日の集計 
順位 ソフト名(機種名） 発売元 

1位 ★デイスクステーシヨン#22(msx2) コンパイル 

先月に引き続き「ディスクステーシヨ 

ンJが丨位〇 BEST 10内でMSX2版が発売 

されているのは、このほかに「ドラゴンナ 

イトII』しかない0『ライヒスリッター』 

『スーノ \0—/、♦トルスキンパニック」が今月 

初登場のほか、発売されてからしばらく 

たっている「ファースト•クィーンII』が 

急;'字上してきた。 

2位 ★ライヒスリッター(PC-9801) エニックス 

3位 / ドラゴンナイト IKPC-88SR、PC-9801、MSX2) エルフ 

4位 ★スーパーバトルスキンパニック(PC-9801) ガイナックス 

5位 / 大戦略 Iir90(PC-9801) システムソフト 

6位 、Sim City(pc-980i、X68000、fm towns) イマジニア/富士通 

7位 、A.[II.A列車で行こう(PC-9801) アートディンク 

日位 ★フアースト.クイーンII (PC-9801) クレソフト 

9位 —ブリッツクリーク(PC-9801) システムソフト 

10位 \スパン*オブ•ドリーム(PC-9801) ウルフ•チーム 

參大阪マイコンシヨツフCSK大阪Q06-345-3351 

順位 ソフト名(機種名） 発売元 

1位 ★鋼鉄の騎士 (PC-9801) ジェネラル•サボート 

£位 ★A.III.A列車で行こう(PC-9801) アートデインク 

3位 ★ドラゴンアイズ(PC-9801) GAMEテクノポリス 

4位 ★闘神都市(PC-9801、FM TOWNS) アリスソフト 

5位 ★ BEAST(PC-9801、X68000) バーデイソフト 

巳位 ★大戦略IIIマップデータ集(PC-9801) 総合ビジネスアシスト 

7位 ★スーパーパトルスキンパニック(PC-9801) ガイナツクス 

日位 ★ CAL(PC-9801、X68000) パーデイソフト 

9位 ★デイスクステーシヨンU没(MSX2) コンパイル 

10位 ★信長の野望•武将風雲録(PC-88SR) 光栄 

なんと、BESTIO内にランキングされて 

いるゲームすべてが初登場/それも 

『ドラゴンアイズ/闘神都市/BEAST』 

『スーノ、。ーバトルスキンパニックjrC A 

Ljと、美少女ソフトが多いのも特徴だ。 

ちなみに「バトルスキンパニックjは、ソ 

フトベンダー武尊を置いている所では、 

限定でパッケージ販売もされている。 

參?S岡カホフイコンセンター福岡店0092-714-5155 

順位 ソフト名(機種名） 発売兀 

1位 /A.m.A列車で行こう(PC-9801) アートデインク 

E位 、続ダンジョン•マスター(PC-9801、X68000、FM TOWNS) ビクター音楽産業. 

3位 \ (ドラゴン.シティ）X指定(PC-88SR、PC-9801) フェアリーテール 

4位 / ドラゴ•ンナイト IKPC-88SR、PC-9801、MSX2) エルフ 

5位 ★鋼鉄の騎士 (PC-9801) ジェネラル•サボート 

6位 \信長の野望•武将風雲録(PC-88SR) 光栄 

7位 、ダイナソア(PC-88SR) 日本ファルコ厶 

日位 \大戦略 m’go(pc-98oi) システムソフト 

9位 \ブリッツクリーク(PC-9801) システムソフト 

10位 、サークP(PC-88SR、PC-9801、MSX2) マイクロキヤビン 

『鋼鉄の騎士j以外は、すべてこれまて— 

度はBEST10内に入ったことのあるもの。 

先月は3位だった「A.III .A列車で行こう』 

が丨位に、ランキング外だった「ドラゴン 

ナイトII』が4位に上昇したほかは、どれ 

も先月より下降している。というわけで、 

ランキングされているゲームは、先月と 

ほとんど^わらない。 
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★は今月初登場のゲームです 



■発売元/ソフトフラン 
■発売中 

まだまだ登場『ピンク•ショック•パイレーツ』シリーズ第 
3弾。このコーナーの恒例となつた、このシリーズ。今回の 
主人公はピンク船長ではな<て、一番弟子のサラ。サラと口 
ナルド王子の2人が、幻魔神王を倒すだめの冒険に出発だ。 



先日私(矢野)は 
ビデオ出演とゆ一ものを 
経験しだ 

げげっガ 
なんと 

だれが 
アダルト 
ビデオと 
つだ// 

タイトルはわからんが 
光栄のシ5ユレーシヨンゲーム 

『信長の野望•武将風雲録』の 
紹介ビデオであつだらしい 

ゲーム販促のための1 

店頭デモ用なのか ^cD^tf 
—販売の 出たころには 
必勝法ヒデ71■なのかわかるものと 
今イチ不明だったが 

いとうせいこう 
木原美智子 
寺沢武一といつだ 
各界の有名人の方々が 
出演なさつている 
らしいのだが 
よ<知らない 

わしの出番は 
とあるギヤラリーで 
収録されだ 
インタビューであつだ 

4a 
中津先生は )广インタビュアーの 

自他共に認める < > ノ1 Jも良< 

戦国オタクで Vスムーズに収録は 

歴史に詳しい詳しい進む 

おまけに(言い訳になるが）\ 

当日わしは風邪ひきで 
熱はあるわハナは出るわでy 
の一みそブーだつだので\ 
何をしやべつだかも ) 
良<わからないまま 
帰って来だという……ノ — / 

まだひとつ 
八ジをさらしだと 
いラお話であつだ 



ラーん 

-m今回は 
男性キヤラが二人 
いるけどコナンじや 
今イチイメージがねェ 

……とゆ一ところで 
今月のゲームは 

はいはい/ 

わかつだから 
もラひつこんで; 

もし見る機会が 
あれば 

ち一いや// 

このシ|Jーズ 
わし全然 
出番ないガ 

あ芝しはい一の 
河用性の高い 
キヤラだから 

はやいな一// 

1月号で『2』を紹介した 
ばつかりなのに 

もっとち 
今回はサブタイトルが 
『サラの冒険』で 
主役はサラなんだけどね 

そ一ゆ一おまスち 
今回ピンク船長 
出番ないから 

やる役ない 



子 

あ一それから ‘ 

サラさんに魔法を 
授けょぅ 
知り合いの魔法使いに 
この手紙をわたせば/ 

魔法を教えて<れる/ /I 

S7\/D 

ラッキーゥ 
これで旅の間に 

ウフ<王子の心を 
つかめば 
タフのコシだわ 

自分ばつ”(ょろしくぉ願い 

rzv 1^ますサラさ' 

やがてはキキシュ七世となる 
このロナルドを一人前にする 
試練として武者修行に出す 
ことにしたのじや 
目的はジバーラ国を征服した 
魔法使いを退治すること 
ピンク船長の一番弟子である 
サラさんを見込んでの頼みじや 
どろか引き受けて<れんか 

i 

1_圍 11_ 

1, 

^7ン 

靈 画 

そ 1 
す 

ま 

いとて 
11110うつ 

を。そな 
礼い出に 

にド 
たt>旅一 

れでのガ 
さ集• 

だは修ィ 
くのをデ 

でだ子ボC 

いん自〗のの 
お呼のそて 

Vを/ン/つ 
よたヮが思 

、なるやと 
んあおじか 

さ、にのん 
ラてこうれ 

サさこ思< 

■I圓 

_一 

i 

ii 

_ 
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こうしてサラと王子ば 

旅に出だ 

そラ簡単に 
，教えるわけにば 
いかん 
ゾンビに奪われだ 

宝玉を 
取り返して<れば 

V教えてやろラ 

ここね 
ゾンビの潜む 
城とゆ一のは 

|丹_ 

______ 
iMiM yv 'i! 

Pill 
S__i_ 

: 
__i 

風 
酬 

... 

I 

v，， 

酸 

肩 

t ’ ■ 

rgssgm 
lESHii 

^^1 
負けてばつかじや 
話が進まん 
でしよ一がガ < 

_ 

このシ1jーズは 
これでなきや 
いかん 



苦しい戦いを<0返すろち 
サラも王子も何度かレベルアップし 
よ〇や<城の奥から宝玉を 
取り返すことに成功しだ ■ よ<やつて<ださつだ 

では必殺技を <( 
伝授しよう ) 

■iliBifiiil 

HHIUKII 

これが瞬殺剣じや 効果は 
前作までの 
三殺弾と 
同じねj 

_ II 

てことは9 

あ一/やっぱり 
店に攻撃アイテムが 
全然ない// t 

I^ML 

7イテム現狂限度 
へ1回谭ぁめJ 0固99 
2究極あめ午バ固50 
3ソラビのU 0袖9 
4 くもの糸 31S 99 

前2作とは逆に 
攻撃アイテムのかわりに 
魔法や必殺技が f 
あるわけやね 

そ一ゆ一ことか 

醒邐麵 
次の町へ向かラ途中 

* 

いらつしやいませり i I 

麻 



in观 

I勵， 

ここはパズル屋です 
プレイしませんか 

今回はこのテの 
アトラクシヨンが 
全部で5本も 
入つていておトク 
なのだ 

<でちでされば 
バート1のクイズ 

►みだ< 

ストーu—とからめて 
、ほしかつたな 

その後2人は 
賞金稼ぎのアラン 
魔法使いの 
アイ•マイ姉妹を 
仲間に加え…… 

海を渡り 今回は 
乗組員が 
ほとんど役に 
立たなかつたよ一 

木怪獣と戦い 

こんなトコ 
だけ出番が 
あるのよ/ 

勝つと究極アメ玉(体力回復薬）1コもらえる 

將を 

:れ 



そしてついに 
幻魔神王の待つ城へ 

.とまァ 
前2作同様 
小気味良いテンポの 
ノンストレスな 
ゲームバランスで 
明る<楽しいRPG 
でした A 

基本システムは 

すでに完成されてるんだから 
その特色をより生かしだ 
次回作の登場を希望する 

Wシミュレーション風戦闘の 
魅力ももつと追求して 

^ほしぃし 

/ 航海自体にも 
I 意味を持だせだい 

_ 
まだTOWNS版を 
出せ言ラか〒 

議3 
B^SsSISDI 

H 

9 wm 
^ちろちよつと 
Hが増えると 
うれしいな…と 

そして何より/ ■ _ 
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第二希望ソフト 
その他 

いずれかに〇印をつい 
て下さい 
5インチ.3.5インチ-ROM 

はいぱ一そふとえりあ^T 八 
必見!!御注文方法!！ 

1、 まず左の申し込み用紙に機種名、価格、第二希望ソ 
フト新品、中古等完全に御記入して下さい 

※常時2,000本以上の在庫をそろえておりますが、万一、品切れの場合には第 
二希望ソフトを発送させていただきます 

2、 申し込み用紙と代金をそえて郵便局から現金書留、ま 
たはカワセで当店までお送り下さい（ご住所、お名前、 
TEL等キチンとご記入下さい)約2週間以内に商品をお 
届けします 0 

アダルトゾフトはさらに、ハイパーな宇宙一の高価で買取ります 
世のため、人のため、お持ちのゾフトを今すぐ/宅急便、ゆうパ 
ック等でお送り下さい。 
杏定後約10日程で現金§留にて、買取代金をお届けいた 
しま1；(なお事務手統上、御注文と貢取は別々にお願い致します。） 

PC98新品ソフト 
サイレントメビウス¥10,500 

アルシャーク ¥7.500 

ドラゴンァイズ ¥5.200 

ス-パ-パトルスキンパニ矽¥7.300 

BEAST-ビーストー¥6.000 

イルミナ ¥5.000 
ダイナソァ ¥6,500 

X 指定 ¥5.000 

CAL-キャルー ¥5,000 

鼷神都市 ¥5.000 

ピュアII ¥5.000 

電脳学園ve「2.卜3(各）¥6,500 

スロープ ¥6,000 
DPS-SG- ¥5,000 
麻雀クリニック増刊号¥6.300 

ロードモナーク ¥7.100 

はつちゃけあやよさんI ¥3,300 

煩脳予備校 ¥5.500 

プリンセスメーカー¥8.700 

紐ゃんバニースべリオ-ル¥5,000 

ピァス ¥5,500 

ルージュ ¥5.500 

プランマーカー ¥5,500 

ランスH ¥5,000 

PC88新品ソフト 
ダイナソア ¥6.500 

メタルオレンジ ¥6.000 

グラムキヤッツ ¥6.000 

ピュア1 ¥5.500 

ポッキー2 ¥6.000 

エクスタリアン ¥5,500 

キサナ ¥5.000 

イルミナ ¥5,500 

星の砂物語 ¥5.400 

BEAST-ビースト-¥6.000 

CAL—キヤルー ¥5.000 

X 指定 ¥5.000 

MSX2新品ソフト 
キサナ ¥5,000 

BEAST-ビースト-¥6.000 

X 指定 ¥5.000 

CAL—キヤルー ¥5,000 

ドラゴンナイトn ¥6.000 

電脳学園1〜3(各）¥6.500 

花のももこ組 ¥6.800 

麻雀刺客 ¥7.500 

レイガン ¥5,000 

マツクスの荩ん？ち買取月間// 
vフト、八ード、ラaボード、周辺器その他 
新品•中古荩ん7ち買取Wし7ますよ…ん〇 
超高価査定後、御連輅いたします。 

な 

かならずおよみください 
新品•中古共ソフトは全て“消費税込み”の価格です。もち 
ろんパッケージ、マニュアル完備、さらに動作チェックも完 
全確認済!!!(ただしおまけ、ポスター等はそのソフトによります） 
入金日より10日以内に発送ガ 
ソフトが売切れの場合は至急御連絡しております。 
万一初期不良の場合でもM後まで完全にサポート致します。なお中占ソフト、 
ハードについてのMim等坩捅での受付はしておりませんので必ず封啬、また 
は往拟ハガキでお撕い致しま1"。 
(TEL 06-647-5168 24時間メッセージ受付ます） 

機種 タイトル+(新品）(中古） 価格 

+送料¥ 

X68000 I CAL ¥5.000 

イースM ¥4.000きゃんきゃん八二一¥4.000 

メタルサイト ¥4,000熱血高校ドッヂ7|トル¥8.500 

レイガン ¥4.500アフターパーナー¥3,500 

ランスH ¥4,500 BEAST ¥5.500 

DPS-SG ¥4.500はっちゃけあや姑ん¥2.500 

PC-980135涊チ Iセーラー服戦士フェリス¥3,000 

X指定 ¥4.500シ:ルツシルト2(5インチ）¥3.500 

エクスタリアン ¥5,000 DE-JA(5インチ）¥4.500 

きゃんきゃんバニー¥4,000ストロベリ-大戦略(5インチ）¥5,000 

はれのちおおさわぎ¥3.500フオクシー(5インチ）¥3.500 

ドラゴンナイト！！ ¥5,000び/^いSA透U卜3(Mンチ)¥3,500 

ドラゴンナイト ¥4.500リガルード®fンヂ)¥ぎ,000 

キサナ ¥4,500レイガン(5インチ）¥4.500 

PC-8801 ビ1Jt—ド初雅ゃびるん¥1.500 
イースn ¥2,500全国おんせん麻雀 ¥1,500 

イース瓜 ¥2,500ときめきSESIL ¥1.500 

ソーサリアン ¥3,500おとめば一てい ¥2,000 

ドラゴンスレイヤーVI ¥3.500び沾いぼん^い卜3(各)¥3,500 

FOXY ¥5,000ドラゴンナイト ¥4.000 

クリムゾン瓜 ¥3,500はれのちおおさわぎ¥3,500 

信長の野望•戦国群雄伝¥4,000ポッ^► #4.500 

ドラゴンナイトn ¥5.500きゃんきゃんバニー¥4.000 

サークn ¥6.000きやA透やんバニ-スペリオ-ル¥4,500 

天使たちの午後II番外編¥6,000トワイライトゾーンIII ¥2,000 

ラスト八ルマゲドン¥3.000イミテーションは愛せない¥3,500 

電脳学園n/ffl ¥6.000リップスティックADV2 ¥4,000 

大航海時代 ¥4.500 DE-JA ¥4,500 

イルミナ ¥5.000キ^———_„^4,500 

おんなのこけ一さつたい¥1,500レイガン _4.500 

ゴルフきやびきやびるん¥1,5001ホールチェイサー ¥2,000 

MSX2x2+ ルーンワース ¥3,000 
イースI ¥2,500維新の嵐(D) ¥4,500 

イースIH ¥3,500水云(D) ¥4,500 

アークスn ¥3,000サークn ¥6.000 

ドラゴンスレイヤーVI ¥5,000信長の野望戦国群雄伝(D) ¥4.500 

マイトSマジックI/n ¥2,500プライべ一トスクール¥2,500 

大航海時代(D) ¥7.000ギ^ル之ンパ大作戦¥2,500 

ラスト八ルマゲドン¥3,000うろつき童子 ¥4.500 

DPS SG ¥5,000イミテーションは愛せない¥3,500 

三国志n(D) ¥10,000び/^いぼ姑い卜3(各)¥3.500 

MSフィールドガンダム¥4.000ポッキー ¥5.000 

激突べナントレース¥2,000雀ボーグすずめ ¥5.500 

ダンバイン ¥6.500ドラゴンナイト ^4.500 

スーパー大戦略(D) ¥3.500はれのちおおさわぎ¥4,500 

ブライ上巻 _¥6.000 DE-JA _ ¥4.500 

亍556大阪府大阪市浪速区日本橋東3-7H7-212 

ggs S■■fT gs 
パソnンソフト 

爆烈専門店 

申し込み用紙 



THE RETURN OF _ 

OOPS!加サ•ドリ 
そろそろ春らしくなつてきだよネ。今年はウィザード1」ィ誕生10周 
年にあだるし、後で紹介する新作もなんだかスゴイ。ウィザードリ 
ィ革命が巻き起こるかもよ。 （アレックス） 

1㉚よMよ鼸修激 000000 

去年の暮れに、ウイザードリイの生 

まれ故郷アメリカで"New Wiz 

ardry"なるものの発表があったので、 

ちょっとだけその紹介をしてしまおう。 

タイトルは"BANE OF THE COS 

MIC FORGE"(『宇宙炉の破滅』って 

感じかな？）。これはウィザードリィ5 

の次のシナリオというよりも、まった 

く新しいウィザードリィの誕生と考え 

たほうがいいみたい。とにかくシステ 

ムから何からまるっきり違う/ キャ 

ラクタは11種族で14の職業から選べ 

るし、アイテムはなんと約4001 廳頁。剣 

や魔丨去、モンスターまでアニメーシヨ 

ンで蠢力くらしい。魔法は（ちょっと声よ 

しいけど）今までの呪文か完全に消え 

てなくなり、6つのエレメントからな 

る4621 重類もの魔法かM生し、それも 

间数制ではなくマジックポイント制に 

なった。また「スキルポイント」という 

ものが登場し、これによって武器や魔 

法の強さか''决まってくるらしい。あと 

#5で登場したようなNPC (ノンプレイ 

ヤーキャラクタ）も登場して、会話も 

できるみたいだ。現物をまだプレイし 

ていないのでなんとも言えないんだけ 

ど、とにかく「まったく新しいウイザ 

—ドリイ」だということは間違いなさ 

そうだよ。詳しい情報が入りしだい、 

ここで紹介したいと思ってる。 

MURAMASA KATANA、GOLD PしATE+ 

5などを取りに、または間違えて地下777階に 

行ってしまったときの脱出方法はいくつかあ 

るが、一番ナイスな脱出のしかた。シュート 

で落ちたら一歩も動かずに右か左を押しまく 

って、敵を出したらすかさず逃げると、なん 

と地下7階のシュートの一歩手前に戻ること 

ができる。これを応用すると、経験をためる 

だけためて脱出、さらにアイテムも取れると 

いうナイスな技/ 

(東京都/アレフくん） 

★なるほど。「逃げるjがどんなときでも一つ 

前の場所に戻るってことを応用しだ技だね。 

間違って地下777階に落ちてしまっだときな 

んかはものすご<役に立つと思う。脱出でき 

すに地下777階で息絶えてしまろよろなバー 

テイには朗報だね。 

FC版WIZ#3をやる方へ、ハマリまくって 

いる僕からアドバイス。 

【1】ドワーフは使うな/ 

AGIが低いので攻擊も呪文もアテにならな 

い。首をハネられてからでは遅い/ 

【2】忍者は弱い/ 

作ってもいいけど手裏剣は弱い。入れるな 

らARMOR OF LORDSを持たせること（ 2倍 

打擊が出る）。クリティカルはまったくアテに 

ならない。成長が遅いのでVITが低いエルフ 

(ホビットは論外）では作らないほうがいい。 

うちのパーティでHPが3ケタに下がるとき 

があるのはお前ぐらいなもんだ0 

【3】シーフはヒューマンで充分/ 

ホビットはSTRもIQもVITも彳£い。ヒュー 

マンでもそう失敗はしない。 

【4】IQが高いと有利/ 

IQ17とIQ20ではLAKANITOの効く確率が 

全然違う0 GREATER DEMONには多用する 

ので、エルフはHPは低いが有利だ0 

【5】呪文を有効に使え/ 

FしACKなどの強敵もKATINO、MABADI、 

BADIを使えば弱ぃ。特にKATINOはイヤな敵 

にとても有効だ。 

(東京都/K’FLANTクン） 

★ファミコン版のWIZ#3では、特性値の上限 

は全部18じゃなくて、種族によつて違うんだ 

よね。レペルが上がれば上がるほど種族の特 

性が出て<るから、それだけに種族選びは慎 

重にやらなきゃいけない。パソコン版の「常 

識jはファミコン版には通用しないから、ぐ 

FLANTクンのアドバイスはとつても価値 

のあるものだと思〇よ。 

作ったばかりのキャラを転移の兜で地下8 

階に送り込みロストさせてしまった（地下6 

階でビシバシ育てるつもりだった。もちろん 

装備はエクスカリバーにミスリル、その他最 

強装備)。1分ばかリボーゼンとしてしまった 

が気をとりなおして、全員レベル80以上、ス 

ペルも全部マスターの最強軍団を送り込んだ。 

今度は慎重にマロールして地下6階へ。そし 

てファズボールを倒すと、なんと”ぶき"か/ 

3つ。これはラッキーとさっきの出来事も忘 

れて、早く鑑定してもらおうといったん5階 

へ戻りマロールしたんだけど反応しない。そ、 

そうだ。コントローラーが半分いかれてたん 

だ0まぁ楽しみは後に取っておこうと気楽に 

思いコントローラーを下に置いた。その瞬間 

「ピッーピピビビ」なにかと思い画面を見る 

と、なんとどんどんマロールの位置指定の数 

値が変わっていく 0クソッ、こんなことなら 

コントローラー買つときやよかったと思いな 

がらコントローラーを拾った0その瞬間なん 

とマロール実行。もちろん出たところは空中 

20階、ムラマサ、聖なる鎧ほかを装備したエ 

ルフのサムライがなんとロスト0それからし 

ばらくウィズはやっていない.。 

(北海道/G • A • Aクン） 

★ファミコン版で、コント□—ラーの接触不 

良のだめに起こつてしまつだ悲劇だね。ご愁 

傷さまでしだ……。でもこんなこともあらあ 

な。気を取り直して冒険を続けて<れよ/ 
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0(千葉県/E-PRIクン）★いやあ、毎回毎 
回笑わせていただいております、E-PRIク 
ン。今までもE-PRIクンのこういうイラス 
卜って結構あったけど、#5をやっている人に 
とっては心からうなずけるモノだよね。ファ 
ミコンユーザーの人は、いまからスーパーフ 
アミコン版を楽しみにしていてくれ 

0(広島県/MONSTER of Rockクン） 
月号で「_杯おごっちゃおう/jって言っ 

たからって……。お客さ一ん、別にモンスタ 
一だからって差別はしま 
せんがね、2杯目からは k ちゃんと払ってもらいま 
すよ。しっかし、相変わ 
らずスゴイ迫力だね一 

〇 (東京都/草挪真人ク 
ン）★わはは、ありがと 
う/ちよ一っとだけ模 
様替えをして、ポクの雰 
囲気も変わったでしよ7 

おごってばかりいると、 
50)マスターに怒られるかち 
^ しれないけど……、まつ 

jtmmmAmj 
とか畫しのに突相的には 

ナよにも，私，乙ねい。が-た. 

で'も4フ赵二笑生0 

十仪 

そ 
ぐもr \、 

当TAVERNでは次のようなお客さまを 

歓迎します（TAVERNとは居酒屋のこと。 

来店は郵便に限らせてし、ただきます)。 

*ウィザードリィに関するいろいろな新発見 
#1から#5までを通して、キャラクタやマッ 

プに関するいろいろな新発見、独自に編み出 

したちょっとEVILなワザなど、プレイヤー 

に役立つ情報、やってみるとおもしろいこと 

などを募集します（ただしこれまでのテクノ 

ポリスや他の雑誌などで公開されてI彳る情報 

は除く）。シナリオナンパー（#1〜#5)と機種 

名を明記して投稿してください。 

また、当TAVE闩Nでは以下のような常 

設のコーナーを設けています。 

*練からIVIATU! 

必勝法とかウラ技といラほどではないけれ 

ど、プレイヤーが知っていると便利だと思う 

こと0ウィザードリィの世界の先轚冒険者た 
ち、後に続く後輩に教えてあげてください。 

お客様大歓迎 

*みんなでIDENTIFY 
ウイザードリイの世界でときどき起こる不 

思議なことがらを研究して、みんなに報告し 

てください。また、よくわからないことにつ 

いての質問も受け付けます。誌上に掲載して 

みんなで研究しましょラ。 

*ちょっとCAMP 

その他、ウイザードリイについてのいろん 

なおもしろネタも募集します。プレイヤーが 

フ厶フ厶と納得したり大爆笑したりするよう 

にウケをねらってください。 

氺 A SIGN ON DOOR 

ウイザードリイについてのイラストを募集 

します。絵のうまさより、ウイザードリイに 

ついてのイレコミ具合を掲載の基準にします。 

♦ 木* 

あて先：〒105東京都港区新橋4-10-7 

TIMテクノポリスg部 
OOPS!ウイザードリイ係 

新発見コーナーの採用分については、規定 

の謝礼をお送りします。各常設コーナーにつ 

いては謝礼をお送りすることはできませんが、 

お名前（ペンネー厶）を誌上に掲載して、み 

んなでその栄詈をたたえることにしましよろ。 

それではよろしく。 



4月号モニターブレゼントに応募する方は、この 
ページのきまりをよく読んで、アンケートはがき 
を送ってください。抽選で希望するソフトをブレ 

アンケート 

〇あなたの持っているパソコンを次のなか 
から選び、番号を丸で囲んでください。 
1.PC-8801シリーズ（VAも含む）2. 

PC-9801シリーズ3. X68000シリーズ 
4. FM TOWNS 5. MSX/2/ 

2+/turbo R B.その他 

0パソコンを使ってやっていることを次の 
なかから選び、番号を丸で囲んでください 
(いくっでも)。 
1.ゲー厶2.プログラミング3.パソ 
コン通信4. C.G. 5.音楽6.ワー 
プロ •ビジネス7.学習日.その他 

@今月号の記事〈表1 > のなかでおもしろか 
ったものを3つまで選び、番号を丸で囲ん 
でください。 

0今月号の記事〈表1〉のなかでつまらなか 
ったものを3つまで選び、番号を丸で囲ん 

でください。 

面今後、テクノポリスで特集してほしいゲ 
—厶名を3つまで書いてください。 

0今月号で取0上げたゲーム〈表2〉のなか 
から、購入したいと思5もの（購入したも 
のも含む)を3つ選び、購入したい順に番号 
を書いてください。 

Bテクノボリス以外によく読むバソコン雑 
誌を次のなかから選び、番号を丸で囲んで 
ください。 
1.ログイン2.コンブティーク3.ポ 
プコ厶4.マイコン巳ASICマガジン 
5. MSX - FAN 6. MSXマガジン 
7.その他 

0他機種に移植してほしいと思うゲーム名 
と、移植を希望する機種を書いてください。 

応募のきまり 
★応募は必す右のとじこみはがきで 
送つて<ださい。アンケートにち答 
えて <ださいね。 
★希望するソフトの垂号•機種名を、 
はがきの表の記入欄に書いて<ださ 
い。まだ、対応機種および媒体が2種 
類以上ある場合は、忘れすに記入し 

て < ださい。 
★ v希望機種（媒体)、、、a各機種（媒 
体)、、と表記されているちのについて 
は、記事掲載ページを参照して、機 
種（媒体）をよく確認してください。 
★締め切りは4月8日必着。当選者 
の発表は5月8日発売のテクノポ1J 
ス6月号で行います。 

〈表1〉今月号の記事 
1 ゲーミングワールド 
2ゲームジョッキー 
3〇〇PS/ウイザードリイ 
4 ’90バソコンゲーム大賞発表/ 

5攻略フアイト 
6レモンちつ<WORLD 

7闘神都市美少女大図鑑 
8大戦略における湾岸戦争 
9 GAME MUSIC&VIDEO WORLD 

10めざせグラフイツカー 
11C.G.ぬ0絵コンテスト 
12カラー版テクポリ<らぶ11 

13 D6-Jinフアン 

14 D6-Jjnネットワーク 
15アルゴリズムを見切つだぞ!？ 
16 ’90バソコンゲーム大賞 

部門別順位表 
17テクポリ<らぶ11 

18 〈とじこみ付録〉 
フ□ッビーシール 

19 〈とじこみ付録〉 
闘神都市アイロンプリント 

20 〈とじこみ付録〉 
4月カレンダー 

〈表2 > 今罔号で取り上げだゲーム&プレゼン!覧 
ゲーム名（ページ） プレゼント機種•媒体 -ム名（ページ） プレゼント機種•媒体 

□ードモナークCP.8) 18 コンピューターの卵（R29) 

ルーンワース2 CP.12) 19 フラック•レインボウII (P.29) 

ジーサス2 (R14) 88SR用3本 20 ピンク•ショック•バイレーツ3 (P.41) 98用希望媒体5本 

讎載士ガンダムタクテイカルオペレーションCP.16) 続ダンジョン•フスター（R64) 

メルヘンメイス(R18) X68000用3本 機動載士ガンダムデサートオペレーション(P.68) 

ポンバーマンCP.19) 23 スーバーバトルスキンパニック（R76) 98用希望媒体3本 

ベストフレーペースポール（P.20) 98用希望媒体3本 私をゴルフに連れてつて（R78) 98用希望媒体3本 

おかしなマザーグース（R21) TOWNS用3本 25 ◦戦略（R80) 希望機種媒体3本 

中華大仙（R22) X68000用3本 26 Thanatos CP.81) 希望機種媒体3本 

ギヤラクシーフオースII (R23) TOWNS用3本 星の砂物語（R82) 希望機種媒体3本 

ディスクステーション#22 (P.24) MSX2用3本 28 麻雀クUニック（R83) 希望機種媒体3本 

ディスクステーション98 2号（R25) 98用希望媒体3本 29 トキメキ美少女(R84) 希望機種媒体3本 

n大東亜黙示録（P.26) 30 CAL2 (R85) 

サフナック（R27) MOON CRISTAL (R85) 

ビースト□ード（R27) D.P.S SG set2 (R85) 

シヴナトリーCP.28) 闘神都市(R87) 

Sim C比yテレインエディター(P.28) 2月号モニタープレゼント当選者発表はR39です。 

職4目号モニターフレゼント ス選す 
ゥ当ま 

八、し 
卜でい 

フの願 
ソなお 

、のを 
はも想 

卜た感 
フいの 

ソだて 
のたし 

らいと 
れり一 

こよ夕 
〇に二 

す意モ 
ま厚は 

しごに 
卜の方 

ン社た 
ゼ各し 

制た 
のれ 

供さ。 
提遘す 

の当ま 
類に10 

品IIあ 
聚懸か 

るの合 
けこ埋 

お、S 
に'0な 

業よき 
睇にで 

雑め選 
び定入 

及のに 
示約» 

公規ns 
©-争の 

会競他 
颺正の 

委公号 
弓^)■©■ 

取すこ 
正W、 

公には 
※限方 
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な〜 

闞神都市は，フず一)UP5ずプ 
の!"ーブメント勝ち抜SRPG 
て5。5ンジヨン«,オート2ツ 
Cフク機能付3て•操作は簡単ガ 
名前変更6出来て*八ツチ1J感 
情移入て3ま5。¢あ•あ©SB, 
美少女ク安コ在つれて，数多< 
の謎をと3,奥の深いシブ1J7T 
S十分E味わつて下さIV。 ア1Jヌソフト 

_/ 亍634奈良県櫝原市中町200-147 (07442)4-7855 

住所、氏名、電話番号、機種を明記の上、現金書留、又は郵便為替にてお申し込み下さい。 



ゲーミンクワールド部門 
iUMmc 
MORLD 

さて、このゲーミングワールド部門はテクノポリス’90^1月 
号から’9阵12月号のゲーミングワールドで紹介したゲーム 
が各賞の対象になっています。去年は大作が多かっただけに 
ど5なるかと思っていましたが……〇 

これほどゲーマーを沸かせたゲー厶はない,（富山県 

三国志II 
早木康雄クン） 

(光栄） 
このゲーミンタワールド大賞は、「これぞ そんな中で、テクポリの読者が選んだの 望•武将風雲录』が9位、『大航海時代』が 

一番//」というソフトに対して送られる賞 

です。 

’90年は数々の大作が発売されました。中 

でも『SimCity』（イマジニア/富士通)や『ポ 

ピュラス』（イマジニア)、rダンジョン•マ 

は『三國志II』（光栄)。前作のいいところを 

継承しつつ、さらにパワーアップした内容 

になり、多くのユーザーの心をつかんだよ 

うです。 

光栄のゲームはこのほかにも『信長の野 

M位、『ランペルール』が丨立と上位を占め 

ました。 

次の新作も6月ごろに控えているみたい 

だし、今年もがんばってくださいよ、光栄 

さま// 

スター』（ビクター 

音楽産業/富士 

通)、『プリンス•才 

ブ•ペルシャ』（ブ 

ロダーノくンドジャ 

パン)といった、 

毎夕fco作品が大ブ 

—ムとなり、日本 

のゲームは影が薄 

くなってしまった 

年でしたね。 

俯し夕〉 

』台国：第a 

〇〇光栄の歴史シミュレーションシリーズの中でも、とくに人気の高かった「三國志Jの続編。一騎討ちや新君主としてユーザ 
一の名前を登録できるよ3になった。音楽はカシオペアの向谷実氏が担当している 
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〖去年まで「パソコン^tOTESTSOjだ^2の特集、今年からゲーミングワールド部門、 
丨知モンちつくW◦闩L□部門、Do-Jinフアン部門の3つに分けて行いまじ允。さらに、各部 
門ともベストグラフイック賞やRPG賞などを設&てみたんですが、これがなかな力、面白い 
結果になり、偏集部もちょっぴり驚いています。 
たしましようガ 

ゲームを紹介い 

88でここまでできるのかと^動したmmm-キ浴大吾クン:) 

(マイクロキヤビン） サ—ク2 
なんだかんだと言いながらも、まだまだ 

RPGブームは健在のようですね。とくに去 

年は『ウイザードリイV』（アスキー/サー 

テックソフトウェア）や『ウルテイマV』 

(ポニーキヤニオン)、『ダンジョン•マスタ 

一』、『トンネルズ&トロールズ』（スター 

クラフト）など、海外ソフトの移植がたく 

さん発売され、この賞は国内ソフトが入り 

込む余地はないと思っていました。 

でも、このソフトを忘れてはいけません。 

そうです。このロールプレイングゲーム賞 

を獲得したのは『サーク2』（マイクロキヤ 

ビン)。続編だからということもあります 

が、そのゲーム'I生はもちろん、ビジュアリレ、 

サウンド面とも、前作より数段パワーアツ 

プした内容でした。「グラフィツクがキレ 

イ」という意見が多く、これからのロール 

プレイングゲームも「魅せる」という要素が 

重要になってくるんではないか？と思わせ 

る糸吉果でした。 

〇ニューVRシステムといろ強力な重ね合わせ 
処理ルーチンを搭載したアクションRPG。ビ 
ジュアルシーンはもちろん、ゲーム中のグラフ 
イックもかなり美しい 

光栄のゲームの中で最高だと思ろ (熊本県•前田尚俊クン） 

三國志II (光栄） 
去年は『ポピュラス』や『SimCity』とい 

ったニュータイプのSLGが発売され、SLG 

ファンにはうれしい一年でした。今年はそ 

れぞれの続編とも言うべき『SimEarth』と 

『パワーモンガー』が発売されることにな 

っており、気の早し、ユーザーは、もう予約 

しているとかいないとか……。 

しかし/というか、やはり/というか、 

このSLG賞は、ゲーミングワールド大賞同 

様、『三國志II』が取りました。去年は光栄 

の新作が多く、3〜4か月に丨作はあると 

いうペースだったので、光栄のゲームだけ 

でもかなり票が割れるだろうと予想されま 

したが、結果は『三國志II』力嗰の光栄ソ 

フトを大きく引き離してのI位0原作の人 

気もさることながら、やはり待ちに待った 

続編ということもあったみたいですね。I 

万4800円という、ちょっと高イ面なイ直段（フ 

ァミコンが買える!？）ですが、それに見合 

う内容であればユーザーも安心して買うこ 

とができますしね。『三國志III』にも期待し 

ましよう（いつ発売されるのかなあ)。 

〇といろわけで、ゲーミングワールド大賞に続 
き、このSLG賞も受賞した『三國志IIj。新君 
主として、ユーザーの名前を登録できるという 
のも、ラれしかったね 

ゲーミンクワールド大賞、ロールブレインクゲーム賞、▲ 
シミュレーシヨンゲーム賞の順位表はP.149にあります〒 57 



アド5ンチヤー 
(神奈川県•吉田宗生クン） はっきり言って好きなんです/ 

サ私ビW _ クス） 
このアドベンチヤーケ_ム賞は『サイレ 

ントメビウス』（ガイナツクス）の独壇場で 

した。2位の『黄金の羅針盤』（リバーヒル 

ソフト）を大きく引き離してのダントツト 

ツプ/このゲームは、言わずと知れたコ 

ミツクコンプ纖の人気^画が原作で、今 

年の夏にはアニメが劇場公開されるとか。 

そんな原作の人気もあるので、おそらくこ 

の賞は『サイレントメビウス』だろうとは思 

つていましたが、まさかここまで票を集 

めるとは……。 

確かに、去年はこれといったアドベンチ 

ヤーの新作が少なかつたとい 

うこともあるんでしようが、 

それにしてもゲーミングワー 

ルド大賞のほうでも、堂々の 

2位という成績はスゴイとし 

か言いようがありません。『サ 

イメビ』を選んだ理由を見る 

と、「原作のフアンだから」と 

か「麻宮馬奇亜さんのフアンだ 

から」という意見がそのほと 

んどを占め、原作のフアンも十分に楽しめ 
〇監督•脚本を原作者自らが務めた人気漫画の 
AVG化。98のゲー厶ソフトとしては空前のデ 
イスク7枚組 たゲームだったと言えます。 

プリw•オブ•ペルシャ驗パン 

キヤラの動きが滑らかですばらしい/ (青森県•神明前兼ーサン） 

K 

このアクションゲーム部門は、X68Kのゲ 

-ムに対して、かなりの票が集まりました。 

『ナイアス』（エグザクト）、『サイノくリオン』 

(シャープ)、『スーパーハング•オン』（シャ 

—プ)、オリジナルありアーケードゲームの 

移植ありと、まさにX68Kの天下/ともいう 

べきジャンルでした。そんな数あるX68Kの 

アクションゲームを退けて、『プリンス•才 

ブ•ペルシャ』がこの賞に輝きました//パ 

ズルを解くような複雑なトラップ、そして 

何よりも超リアルなアニメーションで動く 

キャラクタたち/ オリジナルのア 

ップル版でグラフィックを担当した 

人がディズニーのアニメーターだつ 

たということもあって、この動きに 

はホントに驚かされました。 

実際に開発したのはアルシスソフ 

〇その生々しし〗動きで話題を呼んだアクション 
ゲーム。かなり難易度が高く、未だに解けない 
ユーザーも多いとか 

トウェアで、最近はシステムソフト 

のゲームをX68Kに移植するなど、自 

社ブランドで発売することが少ない 

ようですが、久し振りにオリジナルゲーム 

を見てみたいですね、アルシスさん。 

あが 

Fi^^U，興き®_ょ0•(ゥルフ•チ-^) 

和了つたときのグラフイツクがいい (北海道•大島一^クン） 

クイズやパズル、麻雀といったゲームは、 

美少女ソフトや同人ソフトでは多いようで 

すが、ゲーミングワールド部門では『テト 

リス』（B.P.S.)ブームも一段落した現在、 

これといった菊H乍が少なかったみたし、です。 

その『テトリス』を作ったアレクセイ•ハ。 

ジトノフ氏の新作「ハットリス』がそろそ 

ろパソコンにも移t直されるようなので、ま 

た今年あたりノズルゲームが大ブームにな 

るかもしれませんね。 

そんなわけで、パズルゲームがやや低:調 

だったせいか、テーブルゲーム賞はなんと 

〇人気麻雀劇画「哭きの竜」の世界を、ものの 
見事にゲー厶化。それにしても、竜がリーチす 
るのは納得できない気がする 

麻雀ゲームの『R Y U〜哭きの 

竜より〜』（ウルフ•チーム）に 

なりました。ウルフ•チーム初 

の原作付きゲームということで、 

ユーザーもちょっと不安（？）な 

ところがあったようですが、見 

事に原作の持ち味を再現してく 

れました。和了ったときのグラ 

フィックやサウンドが結構^デ 

で、こういったウルフ独特の演 

出が、「哭きの竜」の世界にピッタリだった 

ようです。 
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やつi細醒さん鐵はサイコーですよ/ (大阪府 

纖サイレントメビウス— 
田中篤史クン） 

最近、どんなゲームでもビジュアルシー 

ンのようなものがあるので、正直なところ、 

どのゲームがこの賞を取るのかまるっきり 

わからない1犬況でした。 

ところが、フタを開けてみれば、アドべ 

ンチャーゲーム賞以上に圧倒的多数で「サ 

イレントメビウス』が、このベストグラフ 

ィック賞に輝きました。グラフィックを担 

当した人が人気アニメーターの菊池通隆氏 

だったというのが大きかったようです。そ 

のあまりに大量なグラフィック（もちろん、 

アニメーションもする）のため、ディスク 

7枚組となり、その枚数のお 

かげ（？）でI万4800円とち 

よっと高イ面な{直段になってし 

まったみたいですが、それで 

も「いいものはいい/」とユ 

—ザーは認めたということな 

のでしよう。 

2位の『サーク2』でも「パ 

ッケージが菊地さんだったか 

vら」という意見が多かったよ 

うで、菊池通隆氏の人気はまだまだ続きそ 

うです。 

〇このゲームの最大の売りはやはりグラフイツ 
ク。今をときめく菊池通隆氏が担当したから、 
フアンは大喜び/ 

(愛知県•中野亮クン） ラストは超感動もん/ 

铺サイレントメビウス— 
まさかとは思、ったけど、このベストシナ 

リオ賞も『サイレントメビウス』になろう 

とは……。基本的に、原作付きのゲームは 

その原作人気に賴ってしまうところがあり、 

肝心のゲーム内容は？？？となってしまう 

ことが多いのですが、この『サイレントメ 

ピウス』はそんなジンクスを見事に打ち破 

ってくれました0原作者の麻宮騎亜氏自ら 

が監督とシナリオを務めただけあって、原 

作フアンも十分納得できるシナリオであった 

ようです。 

それにしても、『サイメビ』はこの 

ベストシナリオ賞も含めて三冠王と 

なってしまいました。X68Kへの移植 

は決定しましたが、その他の機種は 

いまのところまったく未定。これだ 

け人気があるんだから、たとえ2敝 

組とかになってもいいから、88や 

MSX2に移植してほしいと思うんで 

〇原作者自身がゲームのために書き起こした才 
リジナルストーリーだったのも、この賞を取つ 
た原因のひとつだったのかもしれませんね 

すが……。2讲欠組が無理なら、丨讲女 

組で前編•後編に分けて発売するなんてI 

うのはどうでしよう？ 

とて5feゲームミュージックとは思えない 

飄ミスティ•ブルー 
(三電琴. 
日紫喜直人クン) 

(エニックス) 
ゲームミュージックもすっかり定着し、 

どこのCDシヨップにもゲームミュージッ 

クのコーナーがあるようですね。最近はど 

のソフトハウスもミュージックにはかなり 

の力を入れており、中には自社バンドを持 

って、積極的にライブ'活動などを彳ラってい 

るところもあるようです。 

このベストサウンド賞はすでにCDにな 

っているものが有利だと思っていましたが、 

やっぱり古代祐三氏は強かった/というわ 

けで、『ミステイ•ブルー』（エニックス）に 

なりました。あるゲームは、本体よりもCD 

のほうが売れたという 

話もあり、ゲームミユ 

—ジックを語るときは、 

古代氏なしでは考えら 

れないと言ってもいい 

でしょう。. 

最近はスーパーファ 

ミコンやメガドライブ 

など、ゲーム機の仕事 

が多いようですが、パ 

0カウンターもピン朮'ールも' あの頃のままだね< 
0モデルの仕事は.、■わらfitしい？ 
©ビックリしたよ' あんな所で会うなんて。 

ソコンのほうももっとたくさんやってくだ 〇ミステリータッチの恋愛AVG。原画に人気 
アニメーターの恩田尚之氏、音楽に古代祐三氏 

さいね0 と強力なスタッフを迎えた 

アドベンチャーゲーム賞、アクションゲーム賞、テーブルゲーム賞、ベストグラフ必 
ィック賞、ベストシナリオ賞、ベストサウンド賞の順位表はP150〜151にあります▼ 59 



レモン右つ<WORLD部門 

-1 

mi月号から’9味12月号のレモンち 
っく WORL□で紹介した美少女ソフト 
が、この部門の対象になっています。とに 
かく去年は美少女ソフト大豊作の年ガ 
このレモンちっくWORLD部門は、ど 
れが賞を取るのか、最後の最後までわか 
らなしv|ガ兄でした0さて、その結果は!？ 

のゲームとどこ5fe変わらない完成度/ far具ン） 

喂Iドラゴンれ卜II嶋 
レモンちつく 
WORLD 
大賞 

これまでの美少女ソフトは、そのほとん 

どがAVGでしたが、最近はSLGやRPGなど、 

ただエッチなグラフィックが出てくればい 

いというものではなく、ゲーム性もかなり 

重要な要素になってきたみたいですね〇去 

年の本誌5月号で行った「輝け/美少女 

ソフト大賞」で『ドラゴンナイト』（エルフ） 

が大賞に選ばれたのも、ただエッチなだけ 

でなく、RPGとしても十分遊べるという点 

が、高く言啊面されたようです。去年、発売 

ん〇 

というわけで、今回のレモンちっく WOR 

LD部門は大激戦/集計結果も毎日変わ 

り、いったいどれが大賞になるのか？と結 

構ドキドキしていましたが、最終的に「ド 

ラゴンナイトII』（エルフ）が、『闘神都市』 

(アリスソフト）の追撃を振りきって大賞 

に輝きました。前作「ドラゴンナイト』が 

あれだけヒットしたので、当然それ!^Uiの 

内容でないとユーザーも納得しなし、はず。 

つまり、「ドラゴンナイトII』が大賞になっ 

たということは、前作に面白かったと 

いうことなんですね。この『II』では、グ 

ラフイックが数段強イ匕されて美少女ソフト 

としてパワーアップしたのはもちろん、 

RPGとしても3人パーティ制になるなど、 

ゲーム性をさらに追求したものになりまし 

た。美少女ソフトとRPGの面白いところが、 

気持ちいいぐらいにミックスしたゲームだ 

つたといえるI作でしよう。 

されたゲームだけ 

でも、SLGやアク 

シヨンなど、かな 

り「ちゃんと遊べ 

る」というソフト 

が増えてきました。 

もう、ただのエツ 

チなAVGでは、な 

かなかユーザーも 

納得してくれませ 

•90パソコンゲーム大賞ブレゼント発表/ (敬称略） 

•テクノポ1jスー年分 
村田利明（岩手県） 
谷田部淳一（福島県） 
富沢亨（埼玉県） 
藤島五月（埼玉県） 
国広恭行（京都府） 
升元大治（広島県） 

•特製テレフォン 
力ード 

石田伸吾（北海道） 
沖田利明（北海道） 
佐野正彦（北海道） 
多賀義雪（北海道） 
原田直明（北海道） 

浅野康弘（岩手県） 牧野正直（東京都） 伊東霣弘（愛知県） 
幾島祐一（岩手県） 望月弘之（東京都） 伊藤よし子（愛知県） 
浅野康弘（岩手県） 渡辺恵子（東京都） 河村直樹（愛知県） 
佐々木丈（宮城県） 五十嵐義次（神奈川県） 清水浩司（愛知県） 
吉田昌晴（宮城県） 関□智裕（神奈川県） 中野亮（愛知県） 
大竹剛（福島県） 戸枝和史（神奈川県） 真下智紀（三重県） 
伊東誠（茨城県） 吉田宗生（神奈川県） 倉田高明（滋賀県） 
小野□貴男（栃木県） 渡辺正敏（神奈川県） 林洋人（滋賀県） 
金沢博央（栃木県） 本山幸次（山梨県） 岩井康典（京都府） 
内田浩明（群馬県） 滝沢修（長野県） 伊東利文（京都府） 
半沢友秋（埼玉県） 角田啓介（長野県） 西ノ上淳史（京都府） 
二宮光（埼玉県） 伊藤義夫（新潟県） 大西麻美（大阪府） 
黒沢幸史（東京都） 水□大（石川県） 金田健一（大阪府） 
田中健志（東京都） 花島広晃（静岡県） 田中偉也（大阪府） 

松岡英樹（大阪府） 
矢中朱智（兵庫県） 
井村多須奈（奈良県） 
信川昌広（広島県） 
池田博明（山□県） 
金林正哲（山□県） 
佐藤誠（山□県） 
須藤祐一（香川県） 
山本一樹（高知県） 
渥美裕之（福岡県） 
池岡剛（福岡県） 
原武士（福岡県） 
前田正貴（熊本県） 
中崎義文（鹿児島県） 



00 
グラへフス；;ク 

賞 

理由なんて決まつてますよ。キレイだからです 

D-P-S SG 
金田健ークン） 

(アリスソフト） 
美少女ソフトにとって、一番重要なのが 

グラフィック。やっぱり、女のコのグラフ 

ィックはかわいすぎて困るなんてことはあ 

れりませんからね。 

『D.P.S SG』（アリスソフト）は、かわ 

いい女のコはもちろんのこと、けっこうハ 

ードなグラフィックもあったのですが、そ 

のちよっと過激な部分でこのベストグラフ 

ィック賞を受賞したわけではありません。 

美少女ソフトに興味がない人でも思わず夕 

メ息が出てしまうほど、グラフィックとし 

ての完成度が非常に高いのです。それを証 

明するかのように、この賞の2位が 

『闘神都市』、3位が『ランス2』 

と、ベスト3をアリスソフトのゲー 

ムが独占してしまいました。アナロ 

グ16色の400ラインモードによるグ 

ラフィックだからということもある 

のかもしれませんが、それにしても 

スゴイですね。 

もし、美少女ソフトハウスの人気 

投票を行ったら、アリスソフトがI 

イ立争いにからんでくることは間違いないで 

しよう。 

次詠みも、テトリスも、シヤンハイも、ポピユラスも• •- 
-んな。飽きちやつた。 

ビ-しよつかな• •あつ誰か、来たみたいだわ。 

03本のシヨートストーリーからなる才厶ニパ 
ス形式のAVG0タイトルの『D.P.Sjはドリ 
—厶*プログラム•システムの略 

恥かしくて大きな声じや言えない (北海道•倉松亮平クン） 

夺ベロンチ3身体検査㈣ 
美少女ソフトにはユニークなタイトルの 

ものが多く、その中でもとくに面白いタイ 

トルのゲームに贈られるのが、このベスト 

タイトル賞です。やっぱり美少女ソフトの 

場合、タイトルにインパクトがあるものだ 

と、「どんな内容なんだろう？もしかし 

て、これは……り」と、あらぬ期待（？） 

をして、つい買ってしまうもの。そういう 

意味では、グラフィックと同じくらい、重 

要なのかもしれませんね。 

今回、ベストタイトル賞になった『ベロ 

ンチョ身体検査jは「輝け/美少 

女ソフト大賞」の同賞に続いて、2 

回連！売となりました。今までにない 

強烈なタイトルだったので、ユーザ 

—の頭に焼き付いて離れないようで 

す。確かに、一度聞いたら忘れよう 

にも忘れられませんね。 

2位以下には『毎日がえっち』（ハ 

—卜電子)、『雀ボーグすずめ』（ポニ 

—テ_ルソフト）など、やっぱりヘンな夕 

イトルが続いています。 

〇夜の女子寮で行われている怪しげな身体検査 
を捜査するとい3ストーリーのアクション 
AVG。次回作は『ベロンチョ温泉旅行』 

ベスト 
シナリオ 
尚 

女の]が出てこなくても、十分に面白い/ (福岡県•原武士クン） 

□E-JA (エルフ） 
ほんの数年前まで、美少女ソフトのシナ 

リオなんていったら、ただひたすらエッチ 

するだけみたいな、そんな内容のものがほ 

とんどでしたが、近ごろは一般の市貝及ソフ 

卜^hにしっかりしたシナリオが多いと聞 

きます。それだけ美少、女ソフトも「エッチ 

を楽しむ」から「エッチも楽しむけどゲー 

ムも楽しむ」という方向に変わってきたと 

いうことなんでしよう。 

このベストシナリオ賞は、「美少女」とし 

てはもちろん、その「シナリオ」の音p分に 

対して贈られる賞です。見事、この賞を受 

賞したのは、「最後まで 

目が離せなかった」、 

「一度始めたら、途中 

でやめるのが困難なゲ 

—ム」など、そのシナ 

リオが非常に高く評価 

された『DEOA』。デジ 

タル8色で描かれたと 

は思えないほど美しい 

グラフィックでしたが、 

それに負けないパワーを持っていたのが、 
〇不思議な杖をめぐり、奇怪な事件が次々に起 
こるAVG 

シナリオだったというわけです。 

レモンちつく WORLD部門の各賞の順位表はP.150〜153にあります 61 



D己-Jinフアン音B門 

醜JTJ 

’g降1月号から’g阵1阴号のDo-Jinフ 
アンで紹介した同人ソフトが対象になってい 
ます。サークを超え、ますます盛り 
上ガ< つている同人ソフト界# 

市販ソフトよりすごい/ (熊本県•前田正貴クン） 

瞀 ReFight_ 
同人ソフトとは、アマチュアのイ中間が集 

まって希り作したソフトのことだというのは、 

みなさんご存知ですよね。この同人ソフト 

の独特なノリと奇想天外な発想に、ファン 

は魅了され、同人ip売会も全国的に開かれ 

るようになってきました。そうした現^犬の 

ightj (Group R204)もそんな中のひとつで 

す。操作性もよく、スピード感があって、 

かなり熱中できるゲームでした。キャラク 

夕の丨つをとってみても、こだわって制作 

されているのがよくわかります。また、市 

販ソフトではPC-88とPC-98のシュー■ティ 

「TRIANGLE HEARTS』（暗黒媒体ソフト 

ウエアーズ）や『桃太郎II』(SOFT HOUSE 

TODO)もゲームの種類こそ違いますが、十 

分に楽しめるゲームです。これからソフト 

を作るみなさんも、これらにキ兆戦するつも 

りで、楽しめるソフトを作ってください。 
中で、サークルの技柿f力もアップし、最近 

では市販ソフトも顔負けの同人ソフトも増 

えつつあるようです。今回名誉ある大賞に 

選ばれた、バリバリのシューティング『ReF 

ングが少ないということが、支持を集める 

糸吉果になったのではないでしようか。とに 

かく、その技術力にはビックリ/ 

もちろん、惜しくも2位、3位だった 

〇縦スクロールの傑作シューティングゲーム。 
パワーアップアイテムをろまく使いこなして、 
全5ステージをクリアする 

通販の申し込み方法 
〒230神奈川県模浜市鶴見区潮田町2- 

94大井様方Group R204まで、16 
00円分の郵便小為替(無記名)と、郵便番 
号•住所•氏名•ほしいソフト名(必ず）• 

機種名(必ず）•媒体を明記したものを同 
封のうえ送って < ださい。 
(機種はPC-88SRとPC-9801です） 

こんなアイデアは今までになかつた (大阪府•槌野彰クン） 

ァ會ァ赫き/謇々—発(N S純) 
かなぬ、 

ゲームの要となる部分がゲームアイデア。 

その賞に見事輝いたのが、『赤ずきんちゃん 

喜々一発』（N*S soft)。この他にも奇抜なソ 

フトはかなりありましたが、票が集まった 

厶でした。とくに、アクションゲームのキ 

ャラ（赤ずきん）が、面クリアごとに成長 

していくというアイデアはスゴイ/ その 

際に、見られる美少女C. G.も成長していく 

入る前に、音で判断するゲームがあって、 

これにクリアしないと結果的にC.G.を見 

られないなど、ゲームデザインも斬新なも 

のでした。 

のにも納得がいってしまうほど奇妙なゲー 

〒332埼玉県川□市飯塚3-16-2 P 
EC「N • S soft」通販係まで、以下 
の①〜④までのものを同封のラえ送つて 
<ださい。 
①1200円分の郵便小為替(無記名)まだは 
現金書留。②希望するソフト名•機種• 
媒体をかいだメモ用紙。③タックシール 
か、フ□ツビーシールに自分の郵便番 

ので、ウレシイ限り。また、アクションに 

号•住所•氏名(それをはつてソフトを郵 
送するので、自分の名前の後に >〜様〃 
を書いて < ださい)を明記しだもの。④③ 
のコビー(これは発送ミスなどがあつだ 
ときのチェック用になります)。必ず守る 
よ*5にお願いいだします。なお、郵便小為 
替の受領証書は、お手元に保留するよう 
にして<ださい。（機種はMSX2です） 

〇ちよつとマヌケなオオカミを操作し、赤ずき 
んちゃんを捕まえるアクションゲーム。ユニー 

通販の申し込み方法 



登場人物からして笑える/ (北海道•沖田知明クン） 

ユーモア 
尚 遊撃隊 〈番外編)〜太平洋の赤い麵〜 

(TKO soft) 
同人ソフトならではのユーモア賞。丨位 

となった『遊撃隊く番外編〉』(TKO soft) 

は、まさにその賞にピッタリのゲームです。 

しかも、数あるAVGというジャンルの中か 

ら選ばれただけに、キャラクタ言安定やシナ 

リオの部分で、かなり目を見張るものがあ 

りました。個性的なキャラと躍動感のある 

絵、コミカルなストーリー展開、思わず吹 

き出してしまうような場面、コミック漫画 

を読むような感じでプレイできるなどなど、 

市販ソフトでは味わえないというところに、 

評価が集まったように思えます。 

通販の申し込み方法 
亍124東京都葛飾区小菅1-35-9-7 

結城様方TKO softまで、1800円分 
の郵便小為替(無記名)と、郵便番号•住 
所•氏名•ほしいソフト名(必ず）•機種 

名•媒体を明記しだものを同封のろえ送 
つて < ださい。 
(機種はPC-88SRです） 〇超個性的なキャラクタの登場するコマンド選 

択AVG。シューテイングや、アクシヨンゲー厶 
のシーンも用意されている 

ベスト 
グラフィック 

がんばって描き込んである (山梨県•本山幸次クン) 

PUZZLES (ェテルナ電脳室） 
最近は、グラフィックの面でも同人ソフ 

卜のレベルが高くなってきています。そん 

なわけで、投票する側もずいぶん悩んだ末 

のI票だったのではないでしようか？で、 

結果的に入賞したのがこの『PUZZLES』（エ 

テルナ電脳室）でした。さすがグラフイツ 

ク賞にふさわしく、女のコのカワイさは抜 

群でした。しかも、いろいろなポーズをと 

つているため、魅力倍増/さらに、背景 

を含めた書き込みのすごさといい、98の16 

色を見事につかし、こなした色づかし、といい、 

市販ソフトを上回るキレイさといっても過 

言ではないと思います。もちろん、メイン 

のグラフィック以外の部分も、ていねいに 

描かれていました。 

〇指定した範囲をグルグルまわして完成させて 
いくパズルゲーム。『〜N0.1/〜№.2』の2種類 
があり、それぞれ違ったC.G.が見られる 

通販の申し込み方法 
〒180東京都武蔵野郵便局私書箱16号 
エテルナ電脳室まで、各1000円分の郵便 
小為替(無記名)と、ほしいソフト名 
(『PUZZLES N0.1』、『PUZZしES Mo. 

2』のろちどれを希望するか必ず記入す 

ること）•機種名をかいだ紙•郵便番号• 

住所•氏名を明記しだあて名カードを同 
封のラえ送って < ださい。 
(機種はPC-9801です） 
※3.5インチ版はありません 

なんとな<ソソられるちのがあつだC (埼玉県•松井綱貴クン） 

夕へィストりレ 妙士 BRTT〜ぉ姫様がいっぱい〜 
丄(SOFT HOUSE TODO) 

ゲームを作る楽しさの丨つに、タイトル 

名の考案/というのがありますよね。同人 

ソフトは市販ソフトと違って規制が少ない 

ため、インパクトのあるタイトルを多く見 

かけます。さて、ベストタイトルに選ばれ 

た「桃太郎II』(SOFT HOUSE T0D0)は、 

副題の、'お姬様がいっぱい、、というあたり 

に、プレイヤーをソソるものがあっていい 

ですよね。また、市販のゲームをパロッて 

付けた『残酷志』（ASS)も、強烈なイメー 

ジがありました。もちろん、タイトルに負 

けない面白い内容がポイントですけれど。 

〇かぐや姫を救い出すのが目的のAVG。全部 
で5章からなりたっており、いろんな音話や童 
話のパロデイになっている 

通販の申し込み方法 
〒142東京都品川区西中延1-9-16 

遠藤荘1F小林様方SOFT HOUS 
E TOD〇第2開発室まで、2000円分の 
郵便小為替(無記名)と、郵便番号•住所• 

氏名•ほしいソフト名(必ず）•機種名(必 
す)•媒体を明記しだものを同封のろえ送 
つて<ださい。（機種はPC-9801、X68K 
です）※3•5インチ版はありません 

D6-Jinファン部門の各賞の順位表はP.152〜153にあります■ 
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GIANT SCORPION ROCK MONSTER 

RED DRAGON 

今日も元気だ、ゲームがウマイ// 

躜鼷フアイト/ 
ROS (忍者)の道でホップ、ステップ、ジャンプ// 

，暦 | FM TOWNS CD 

いよいよ最終回の『続ダンジョン♦ 
マスターカオスの逆襲』。泣いても 
笑っても今回でおしまいなのだ（ラ 
るうる)。あとは自分1人の力で□一 
ドカオスを倒して、この世に秩序を 
取り戻してほしい。では、ROS(忍 
者）の道に突撃だあ〜/ 

■発売元/ビクター音楽産_ 

※画面は98版のものです 

放—^^^^^^^^^^^^^^^^^* 

トリックいつばい、卜9ッフいつはい!? 
『続ダンジョン•マスターカオスの 

逆襲』の魅力といったら、やっぱり複 

雑なトリックと想像もつかないような 

トラップの数々。プレイヤーに挑むか 

のような難関がいくつも侍ち構えてい 

るのだ。このROSの道は、そんな難関 

が山のように待ち構えている難所中の 

難所。KU(戦士）の道に登場した凶暴 
モンスター、デス•ナイト、レッド. 

ドラゴンが再登場。さらに、NETA(僧 

侶）の道に出てきたようなトリック 

が数多く仕掛けられている。素早い 

動きが要求される忍者向けの道って 

わけなのだ。 

このROSの道は、KU、NETAの 

道同様にスタート地点から少し進ん 

だところでワープする。ワーフ°する 

地点は、レベル6、レべノレ8、レべ 

ル9と3か所あって、これも他の道 

と同じなのだ。 

OROSの道、入口の祭壇に置かれた毒投げ矢。 
忍者能力を現しているモノということで、置か 
れているけれど、たいして役にたたない 

尺OS (忍者)の道MONSTERS// 
この道で初めて登場するモンスターは、 はないのだ。しかし、マミーを除いたモ ゲことレッド•ドラゴンなどがいる。正 

ロックモンスターだけ。この石ころにし ンスターは、選ばれた精鋭といった感じ。面からぶつかってもいいけれど、頭を使 

たって前作に登場しているので、新鮮味 おなじみデス•ナイトや赤い火吹き卜力 った戦い方をしようね。 

〇ダンジヨンのいじめられ 
役、マミ—君。威勢はよく 

てもやっぱり弱い 

〇尻尾のトゲもとげとげし 
い大さそり。毒も持ってる 

わで、も—大変 

〇とにか<カタくてしかた 
のない石ころ怪物(直訳)。 

主母もあるのだ 

〇凶暴なレツド•ドラゴン。 
叫び声がなかなか迫力。フ 

アイヤ—ボ—ルで攻撃だ 

〇なんとなく八目ウナギに 
似てると評判。こいつの輪 

切りはウマイらしい(?) 

〇たぶんコイツの中は空洞 
なんじやないかと思われる 

デス•ナイト。強い 
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ROSの道の数ある難関のうちで最 
も手強いレベル、と思われるこのレべ 

ル4。レベル5から階段を上が、つてく 

ると、いきなり壁がある。実はこの壁、 

通り抜けることのできる壁で、こんな 
壁がレベル4のA地点付近に広がって 

いるのだ。こりや、大変。 

〇フアイヤーボールを吐くレッド•ドラゴン0 

こんなのが何匹もいるんじや身体がもちません 

そんなわけなので、目の前が見えな 
いと同じ。方向なんかわからないし、 

道に迷ってしまう。さらに、あちこち 

にはレッド•ドラゴンが/ さかんに 

ファイヤーボールを撃ってくる。1匹 

ずつ退治していくしかないけれど、最 
高のファイヤーボール数発で死んでし 

まう弱い（？）ほうのドラゴンなので、 

アセらなければ大丈夫0 

広間のB地点は、落とし穴だらけて 
ここにもレッド•ドラゴンがいる。アイ 

テムを持っ 

いる奴もい 

るので、注 

意が必要な 

のだ。 

このレベル4で闩OSの道は、 
KUの道、NETAの道とつな 
がっている。マップの左上に 
ある階段は、□□□への入り 
口。その脇にある部屋ほ、水 
飲み場があってモンスターも 
出てこない休息所。祭壇は自 
動販売機（/)になっていて、 
ゴーの金貨を入れるとさまざ 
まなアイテムが出てくるのだ。 
ドラゴンステーキも出てくるぞ〇 

レベル5 

C地点に不思議な穴が開いているの 
だが、これはファイヤーボールの噴出 

孔になっている。D地点にある緑宝石 

を取るとファイヤーボールを撃ちはじ 

める。通路のところどころに青いフィ 

ールドがあり、ここを通るファイヤー 

ボールは直角に曲がる。緑宝石を取っ 

てぼやぼやしていると、ファイヤーボ 

—ルが通路を通って飛んでくるのだ。 

小さな広間には、ジャイアント•スコ 

ーピオンがうようよしていて、勇者た 
ちに襲いかかってくる。スコーピオン 

は動きが遅いので、背後や画にまわ 

って攻撃しよう。 

レAル5:フアイヤ_ボ•ルに：用 

レAル4:見殳ない広聞とドラ3ンの群れ 

暖かくなってきたんだから外で遊べ、外で//というワケ 
で（笑）今月は2本のゲームを攻略してしまろのだ。また、 
このコーナーで取り上げてほしいゲームがあったら、アン 
ケート八ガキに書いて送ってね。いくそ'お〜/ (森高⑺ 

►続タンジョン•マスター 
囉動戦士ガンタム 
デザートオペレーション 

〇長い通路の途中にあ 
るカギ穴。金のカギを 

使~つと壁が開くのだ 

:等、r 

〇火炎弾の通り道に敵をおび 
き寄せる。なかなか有効 



iにo 
来モ 
たン 
らス 
レタ 

レベル6の祭壇からの階段を降りて 

くると、レベル7のE地点に出てくる。 

ここは少し行くと行き止まりになって 

いるのだが、マップを見てみると隣に 

平行•している通路があるのがわかるは 

ず。ここは通り抜けできる壁があって、 

そこを通れば、隣の通路に行くことが 

できるのだ。また、落とし穴の近くに 

あるI口 I転床にも気をつけよう。 

そこから南に行ったところには、た 

いまつとたいまつ受けがある。怪しい 

ぞと思った人、正解。レベル5のスタ 

ート地点にあったものと同じトリック 

なのだ。たいまつを外すと道が開け、 

マミーが出迎えてくれる。弱過ぎるの 

で倒すのがかわいそうにすらなってく 

る。保護欲をそそるタイフ°とでもいう 

のでしようかねえ。 

レベル6の階段は、 

DDD (DIABOLIC 

AL DEMON DI 

RECTOR)への通路。 
一.，一「―.-^ 

圈 '，'い笮 ■r; | 
、-- 

y 
〇レベル6の祭壇に置かれた巻物。 〇たいまつを取ると通路が開き、 
魔法の呪文が書いてある くと閉まるのだ 

このレベル8は、まさに忍者の能力 

が必要とされるフロアなのだ。F地点 

の広間には青いフィールドが3か所あ 

り、それぞれの奥にあるフ。レッシャー 

プレートに何かを投げこまなきやなら 

ない。青いフィールドは、失豆時間でつ 

いたり消えたりしているんだけど、こ 

れに引っ掛かると、「あきらめるのは早 

いレバーを引け」と書いてある壁の 

〇壁に書かれた文字。でもこの通りにレパーを 
引くとモンスターがた〜くさん襲ってくる 

前にワープしてしまう。ここはスイッ 

チになっていて、ぐずぐずしていると 

短剣が飛んでくるぞ。3箇所あるプレ 

ートすべてにモノを投げ込むと、奥か 

ら祭壇が出現する0ここから奥に通じ 

ている通路は、レベル9につながる階 

段へと続いているのだ。 

F地点にあるレバーを引くと扉が開 

き、モンスターか襲ってくる。ここを 

通って下に行くことも可能だけど、避 

けたほうがいい。 

G地点はレべノレ9にi遺じる落とし穴 

になっている。近くの 

レバーを引くとこの穴 

が開くので、もしもモ 

ンスターに追われたら 

うまく誘導して、この 

穴に落として 

しまおう。闘 

うだけが、能 

じやないぞ。 

〇青いフイールド 
|の奥めがけて短剣 
Iを投げる。タイミ 
:ングをよく計って 
『投げることが重要 
’•だそ 
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露黎縣為你靈^餐暴鷄霧黎霧^^^^-ぁ奇势潘_霖霉黎^^樣备崔秦艺 

レAル9:アイ于ムいろいろ落ちて5そ 
mm 

ROSの道の交差点となっているレ 

ベル9。どのレベルに行くにしても、 

ここを通らなければいけない。で、こ 

のレベルの難関は、なんといってもH 

地点。ここには落とし穴があり、，その 

前には鉄扉があって奥に進めなくなっ 

ている。ここでは落とし穴の手前にと 

きおり現れる青いフイールドに、モノ 

を投げてみよう。する 

と、いきなりワープし 

て、奥の鉄扉が開くは 

ずだ。 

2つある扉を開ける 

には、それぞれ鉄の力 

ギと暗黒のカギが必要。 

暗黒のカギを使って開ける扉の奥には、 

〇ところどころに 
落ちている手裏剣。 
たいして役には立 
たないのだ 

テ、V奴兜 

〇祭壇にぽつんと置かれた鉄のカギ。とりあえず取つ 
ておくとしよう 

デックス兜なるおいしいアイテム 

が落ちている。これは防倾直が高 

い上に、俊敏さが10も上昇すると 

いうスグレものなのだ。前衛の勇 

者に装備させよう。 

レベル8への上り階段の脇にあ 

るレバ'一を引くと、レベル1〇への 

落とし穴が開く。レベル8同様、 

上手に使ってモンスターを倒そう。 

OH地点から見た光景。前には落とし穴があつ 〇黒い扉。暗黒のカギがないと開けることがで 
て進めない。後ろを向いてみよう きない。なかにはマミーがたくさんいる 

〇ルーンも誇 
らしげなデツ 
クス兜。俊敏 
さが上昇する 

最下層のレベル10。いろんなアイテ 

ムが落ちてるけれど、役にたちそうな 

ものはドラゴンの弓とスリング、革チ 

ョッキくらいなもの。特に革チョッキ 

は、重い防具を装備できない後衛の勇 

者にもってこい。軽いし、それなりの 

防御力があるのだ。ただでさえアイテ 

ムが多いので、なるべくならば後衛の 

勇者の防具は軽くしてより多くのアイ 

テムを持たせたいもの。 

ここに出てくるモンスターは、アー 

0襲い来るアーマードワーム。動きが遅いので 
簡単に退治することができる 

マードワームのみ。うれしいことに、こ 

いつらは際限なく出てくるので、食料 

に困ったらここに来よう。ただし、複 

数で登場するので、前後を挟まれない 

ように注意したほうがいいぞ。 

マップの左下にある青いフイールド 

に入ると、4つの道の分岐点にワーフ° 

する。何か忘れ物をしたり、他の道に 

行きたいときにはとっても便利。ひん 

ばんに利用することはないと思うけれ 

04つの道の分岐点に通じる青いフイールド。 
けっこう便利 

U上つ階段D下つ階段丨扉 

とにかぐROSの道はトラップは多 

いし、モンスターも強いしでなかなか 

大変なんだけれど、うまく使えば簡単 

にモンスターを退治できたりする仕桂卜 

フイールド■仕かけにより開<壁_祭壇 
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漏 ユニットを包囲 
このゲームのコンピュータ側思考ル 

ーチンは大して強くない。なにも考え 

ず普通に戦っていても、まず負けるこ 

とはないだろうが、帰還率100%を目 

指*した戦神fをf云授しよう。 

敵ユニットを包囲すると、自軍の攻 

撃時の命中率と敵の攻撃からの回避率 

が上昇する。包囲には、 

いる自軍の機数、目標ュ 

している敵ユニット数、 

地形などにより「包囲状 

態」と「完全包囲ド」の 

2段階がある。当然後者 

のほうが有利なので、な 

るべく多くの機数で包囲 

しよう。この戦法は強力 

なユニット（戦艦やガンダムタイプな 

ど）に対し、特に有効な戦術である。 

自軍ユニットか攻撃を受けた場合、 

敵ユニットより多し、自軍ユニットが隣 

接していると「支M」を受けることが 

できる。これにより攻撃されたときの 

回避率と反撃時の命中率が上昇する。 

なるべく複数で行®推よ。 

君は刻の涙を見る* 

MOBILE SUIT _***ガンダム 

GUNDAM# 
DESERT OPERATIO 
[PC-9801シリーズ | 3.5-5HD | 9800円 | 
■発売元/ファミリーソフト 
■発売中 
※アナ□ヴディスフレイが必要です 

すっかりおなじみのアニメー 
ン作品「機動戦士ガンダ 
シリーズのシミュレーシ 

ンゲーム第2弾『機動戦士 
ガンダムデザートオペレー 
シヨン』。今回はこのゲームに 
おける基本的な戦術と、 

UC0080シナリオのキャンペーンゲームの攻略だ。3月には劇場版 
「〜F-9bが公開、5月には新作CVA「〜0083スターダストメモリ 
一jも発売されるので、ガンダム•オタクは要チェックなのだ。 

デザ トオペレ シ ン靄讓驥術 

名称 略称 P 移 装 耐 避 戦 載 
RX-78-2 
ガンダム GD 98 7 80 6 70 85 — 

RX-77D 
ガンキヤノン GC 70 5 75 6 50 45 — 

RX-75 
ガンタンク GT 55 4 70 7 28 15 — 

RGM-79D 
GM GM 40 6 55 5 54 65 — 

RGM-79G 
GMコフンド GMG 45 6 58 5 58 68 — 

機甲部隊 
61式戦車部隊 T61 15 4 20 10 8 14 — 

攻擊機 
フライ▽ンタ FM 25 9 20 4 56 〇 — 

歩兵部隊 
有線Sサイル部隊 INF 10 3 15 10 8 16 — 

強襲艦 
ペガサス級 WB 270 4 42 42 14 〇 ④ 

陸戦艇 
ビッグ•トレー級 BT 180 3 40 50 8 〇 ③ 

輸送機 
ミディア級 MD 40 20 8 40 〇 ① 

Gシステム 
Gファイター GF 68 10 60 5 64 〇 1 

• RGM-80 
GMキヤノン GMC 50 5 62 5 50 50 — 

RGM-79SP 
GMスナイパーII GMS 65 7 65 5 62 72 — 

RMV-1 
ガンタンクII GUI 62 4 70 7 30 5 — 

RX-78NT1 
アレックス ALX 130 7 84 7 76 88 一 

名称 略称 P 移 装 耐 避 戦 載 
MS-06FZ 
ザク後期型 ZK 30 5 54 5 52 55 — 

MS-07B 
グフ GF 36 6 60 5 56 66 — 

MS-09 
ドム DM 42 6 66 6 57 64 一 
MSM-07E 
ズコックE ZG 46 5 62 6 54 62 — 

MSM-03C 
)\イ•ゴック HG 52 4 75 8 42 70 — 

機甲部隊 
▽ゼラ•アタック MA 18 4 25 10 10 18 一 
戦闘機 
ドッブ DP 20 9 16 3 66 〇 一 
歩兵部隊 
キュイ機械化部隊 INF 12 3 13 10 10 20 一 
攻擊空扭 
ガウ級 GU 140 7 35 35 30 〇 ③ 

陸戦艇 
タブデ級 DB 160 3 40 45 8 〇 ⑮ 

陸戦艇 
ギャロップ級 GR 85 5 36 24 18 〇 ③ 

要爆擊機 
Kダイ丫 S DD 28 8 25 6 54 〇 1 

MS-06D 
デイザート•ザク DZK 39 6 52 5 60 58 一 
MS-09G 
Kフヅジ DW 56 7 68 6 58 70 一 
MS-07H 
グフ飛行型 GFH 50 8 60 5 64 68 一 
MS-18E 
ケンプファー KP 98 7 78 7 78 90 一 

邦軍 

UC0080ZLニツトデーター覧表 

複数で行動 

て餱 っ瞻 
/仃に〇基本的に敵を4機以上で 

を卜包囲すると「完全包囲下」 
れ 

そ 
におくことがでさる 

〇互いに支援しながら行動すると 
よい。次の夕—ンでガンダムにジ 

エットストリ—厶アタックだ/ 
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シナ1)才開始時や増援に呼ん 

だばかりのユニットは、武装が 

少なく、燃料か'もっとも多い^!犬 

態で出撃してくる。そのため余 

裕があれば、ダメージを受けて 

いなくても搭載可能ユニットへ 

着艦し、再出撃の際にはできる 

だけ多くの武器を持たせ 

るようにする。その場合 

は搭載燃料が減ってしまうので、 

燃料切れにならないように注意 

して行動したい。燃料は1ボイ 

ントでも残ってし、れば大丈夫だ 

が、無くなってしまうと、その 

機体は放棄され> 以後マップ上 

から消丨威してしまうの/ご。 

敵の射程外から攻撃 敵を攻撃 

すると必ず 

反撃を受ける。が、これを受けない賴去がアウトレン 

ジ攻撃である。モビルスーツ（以後MS)の射程は2へ 

クス（厳密に言うとへクスではないが……)だが、機 

体によってはそれ以上の射程]®離を持つ火器を搭載し 

たMSもある。増援するならこういったMSにする。 

00通常のMSの武器と比べるとフアンネルの 
射程は長い。しかも攻撃回数も多いのだ 

地形を利用 
ュニットがコロニーやいん石、基地、 

山地などに隣接していると「防御」効 

果を受けることができる。これによっ 

て敵から攻撃されたときの回避率が卜. 

ダメージを受けたら後退 
敵の攻撃が命中してダメージを受け 

た場合は、ただちに後退し、修理能力 

を有しているユニットへ帰還して修理 

を行う。攻撃はできるだけ無傷のュニ 

杯する〇特に回避値の低し、ユニット（戦 

艦や歩兵部隊など）は、なるべく地形 

に沿った移動を >じ啩けるようにしたい。 

敵ユニットが地形の効果を受けている 

場合は、包囲することによって無効に 

することか'できる。 

ットで行いたいが、そうばかリは言っ 

ていられない場合も多々あるだろう。 

それでも30%以上のダメージを受け 

ているユニットでは、反撃で破壊され 

る可能性が非常に萵くなるために攻撃 

をしないほうが無難だ。 

〇〇地形を利用する 
と回避率が上がる 

nm 
II 1 

〇いくらZガンダムと言えと'も、ここまでやら 
れてしまうと危ない。ただちに帰艦し修理だ 

連邦Sェウーゴ軍 ■ ネオ•ジオン軍 

名称 略称 P 移 装 耐 避 戦 載 
MSZ-006 
Zガンダム ZGD 90 9 70 7 80 86 — 

RX-178 
ガンダムMK-II GDII 63 6 56 6 68 72 — 

MSN-100 
百式 100 75 7 63 7 75 80 — 

RMS-099 
Jック•ディアス RD 50 6 60 6 60 60 — 

MSA-003 
ネモ NM 45 6 53 5 64 66 — 

MSA-005 
メタス MT 52 10 50 5 66 45 — 

RGM-79R 
GMII GMII 35 5 40 5 50 45 — 

FXA-07GB 
コア•ファイタ CF 15 10 20 2 74 〇 — 

作業部隊 
Jr. MS隊 JMS 10 1 10 2 60 10 — 

強襲戦艦 
アーガマ級 AG 200 4 40 35 25 〇 ④ 
巡洋戦艦 
アイijッシュ級 IR 230 4 45 40 20 〇 ③ 
巡洋艦 
サラミス改級 SRe 80 3 35 28 18 〇 ② 
RGM-86R 
GMIII GMni 55 5 53 5 65 68 — 

RMS-099B 
シュツルム•ディアス SD 58 6 62 6 67 70 — 

MSZ-010 
ZZガンダム ZZ 150 8 80 9 78 90 — 

•ア-ガフ級 NAG 250 4 43 38 28 〇 (§) 

名称 略称 P 移 装 耐 避 戦 載 
AMX-004 
キュべレイ QB 75 6 60 6 70 76 一 
AMX-006 
ガザ。 G-D 42 8 48 5 50 50 一 
AMX-008 
ガ•ゾウム G-Z 52 8 56 6 55 55 — 

AMX-009 
ドライセン DR 64 6 66 6 63 92 — 

AMX-011 
ザクIII ZKIII 62 7 62 6 66 74 — 

AMX-102 
ズザ ZS 48 7 45 5 45 40 — 

AMA-01X 
ジャムルフィン JF 90 10 55 7 60 20 — 

大型戦艦 
グワダン級 GW 320 3 50 60 10 〇 © 
重巡洋艦 
エンドラ級 ED 140 4 40 35 23 〇 ⑤ 
軽巡洋艦 
ムサイ改級 Mle 70 3 35 26 20 〇 ② 
MRX-010 
サイコ•ガンダムMK-II PGII 170 5 90 15 40 15 一 
大型戦艦 
グワン/ \ン級 GWN 350 4 52 56 15 〇 ④ 
AMX-014 
ドーペン•ウノレフ DW 98 6 68 6 67 75 — 

AMX-015 
ゲーマルク GMK 130 5 75 8 62 70 — 

NZ-000 
クイン•▽ンサ QM 200 8 82 9 72 92 — 

UC0088ユニットデーター覧表 

再出撃では武器を多く持つ 

〇とにかく武器を多く持って再出撃だ 

P…必要増援ポイント移…移動力装…装甲値耐…耐久力避…回避力戦…白兵戦力載…搭載能力（〇つきは修理能力を有す) 
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U00080°寧帑ンぺーンゲ~ム 
宇宙世紀(UC) 0080年1月1日、地 

球連邦とジオン共和国の間に,終戦協定 

が結ばれ^人類初の宇宙大戦（俗に言 

う1年戦争）力守冬Sした。し力ゝし、旧 

ジオン公国軍の大半は、共和国政府の 

命令を無視し、アステロイドベルト帯 

にある小惑星基地アク 

シズへと逃亡していたc 

連邦軍ジオン掃討部隊 

に対し、：t艇求上で难一 

最後まで絶望的な抵抗 

を続けていたジオン公 

国アフリカ方面軍は、 

その情報を極秘に入手 

した。そして、アクシ 

ズの部隊と合流するた 

めの最後の作戦を開始 OUCG080シナリオのタイトル画面は、闩X-78NT1アレックスだ 

したのだ。i：艇求連邦軍が保有する宇宙 

港を武力制圧し、そこに有る宇宙艦を 

奪取、再び宇宙へ帰還するための作戦 

「オペレーション.デザート•ハリケ 

ーン」は、今まさに始まろうとしてい 

たのだ。……と、まあUC0080における 

キャンペーンゲームの舞台背景は、こ 

ういったものであろうか。 

ちなみに、この『〜デザートオペレ 

ーション』でのキャンペーンゲームは、 

どちらか一方の軍でしかプレイするこ 

とができない。今回攻略している 

UC0080キャンペーンゲームでは、ジ 

オン軍のみでフ。レイ可能である。 

CamDaign02 
夕ーンの始めに受け取る増援ボイ 

ントは、占領している基地の数によ 

つて増;威するので、できるだけ多く 

の基地を占領せよ。各シナリオとも 

5ターンになると、新しい種類のユ 

二、、/卜か増援として呼べるようにな 

るが、増援するュニットは、下の写 

真にあるュニットのみでよいだろう。 

キャンペーン02シナリオでは、MS- 

090 ドワッジか新型として登場する。 

それまではMS-09ドムを主力MS 

として増援しよう。 

ジオン軍主力兵器 

ギャロップ級 

Vhf 
ダブデ級M^_Qg 

MS-09G 
ドワツジ 

CamoaignOI 
キャンペーンゲーム各シナリオの 

勝利条件は、敵の旗艦を破壊するこ 

とである。よって艦まで'^豆ル 

—卜でf曼攻したいところなのだが、 

途中にある基地を占領し、補給地点 

も確保していかなければならない。 

その上で侵攻ルートを想定せよ。補 

給基地と補給基地との距離は、なる 

ベく短いほうがい 

い0また増援ボイ 

ントに余裕がある 

ときは、ギャロッ 

プ級を増援し、侵 

攻ルートから外れ 

ている基地も占領 

していくのだ。 

〇キャンペーンゲーム 

各シナリオの勝利画面-。 
ジーク•ジオン/ 

キヤンぺーンI (uc_) 
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CamDaign03 

Camoaign04 

UC0080シナリオに登場するジオ 

ン軍MSの火器の射程は2へクスだ 

が、連邦軍MSの中にはそれ以上の 

射程距離を持つMSがいる。下の写 

真のMSがそれなのだ。このほかに 

もGMスナイパーIIが、長射程のビ 

ームライフルを持っている。ガンダ 

ムは火器の射程こそ2へクスなのだ 

が、回避値、装甲値とも高いので、 
なかなか破壊できない。艦砲射撃は、 

MSへはあまり当たらないので、そ 

れほど気に止める必要はない。 

連邦軍要注意モビルスーツユニット 

RX-77D 
ガンキヤノン 力凝ク 

RMV-1 
ガンタンクII 

敵の陸戦艇ビッグ•トレー級や強 
襲艦ペガサス級を攻撃する場合は、 
MSなどのユニットを搭載していると 

きがよい。なぜなら、そのユニット 

を破壊すれば、搭載されているユニ 

ットも同時に破壊することができる 

からだ。キャンペーン04シナリオの 

5ターンからジオン軍の最新銳MS 

ケンブファーを増援することができ 

るようになる。以後の増援は、ケン 

プファーのみで大丈夫である。また 
このシナリオから、連邦軍側にもガ 

ンダムをさらに強力にしたMS-R 

X-78NT1アレックスが登場する0 

H09G 
I . 56 vp 

〇ケンプファーが 
増援でさるよラに 
なった0ほとんど 
無敵だそ/ 

[1S-07H 

GFH 50vp 

MS-1 BE 
KP 98vp 

Camoaign05 
泣いても笑っても最後のシナリオ 

である。ケンプファーを前面に押し 

立て、基地を占領しつつ、ひたすら 
前進だ。こちらの射^から攻撃し 

第12觉 
CONGRATULATION 

0かくしてジオン公国アフリカ方面軍は再び宇宙へ- 

てくる トーチカは、 ケンプファー3 

機のバズーカ攻撃により、1ターン 

で破壊することができる。 

宇宙世紀0080。ジオン公国アフリ 

力方面軍は、連邦 

軍勢力下の宇宙港 
を占拠し、宇宙艦 

を捕i獲して、宇宙 

へ脱出することに 

成功した。mm 

に平和;^戻った0 

しかし数年後、人 

人は同じ過ちを再 

ひ繰り返すことに 
なる……。 
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超刺•••的、シ5ユレ_シヨンゲーム 

(VM21以降、5インチ2HD、3.5インチ2HD、4枚組、要641 

K、アナログディスプレイ）4月4E発売決定/定価7,800円 
=ズ版（5インチ2HD 4枚組）4月18日発売決定/定価7,800P 

株式会社エ•ル•フ亍169東京都新宿区北新宿H2-5 



3よりグラフィックが400ラインになります(98版、6日版のみ)。画面はさらに細かく、16 
ちのアナログをフルに使った、より美しいグラフィックをお楽しみいただけます。もちろ 
U、女の子の肌の色がアナログになった訳ではありません。人物、背景のありとあらゆる 
斤に効果的に使われています。#400ラインになると、女の子はと5なるのか…7細かくか 
ナると言う事は…よりリアルに、細部まで忠実に描けると言う事です。細部まで忠実に描 
ナると言う事は…より、実物に近く描けると言う事です…より実物に近く描けると言う事 
1十^?#フオクシー2、内容も全てにおいてパワーアップフオクシー2 はキャンべ 
-ンタイプのシミュレーションゲームです。もちろんキャンペーンの内容（ストー1J_、 
ノステム）もパワーアップしました。フオクシー2 では、ユニットの経験値などのパ 
ラメーターを引き継ぐ事ができます。マップごとに新しくュニットの経験値をかせぐ事は 
コう必要ありません。ユニットを大事に育てて、よりゲームをお楽しみいただける事でし 
にう。•戦鬪シーンもよりリアルにフオクシー2 では戦闘シーンもリアルになりまし 
二。シミュレーションの核となり、なおかつ何度も繰り返し行われる行為…つまり、戦闘 
/ーンが退屈な物であれば、せっかくのゲームが台無しです。フオクシー2では、ア 
:メーションをフルに使い、目からも耳からも刺激的な、飽きのこない戦闘シーンを実現 
/ました。もちろん戦闘、戦略指向ルーチンも格段にパワーアップ/書操作性も格段に向 
ましたフオクシー2 ではパッケージを開けた時から、すぐにゲームだけに没頭で 

rます。分厚いマニュアルを読書する必要はありません。ゲーム自体の操作も、マウス（犯、 
ヨ版のみ）でもキーボードでも操作する事ができます。また、ディスクのアクセス時間が 
I段に向上しましたので、スピーディにゲームをする事がでさます。もちろん、八ードデ 
’スクにインストールしてゲームを行ろ事も可能です。二 
ださい/マップ画面、イベントグラフィック、マップ画面でのユニット、戦闘シーンで 

)ユニット…ユーザーの方々に是非、是非、ご覧に入れたい仕上がりとなりました。400ラ 
'ンの絵にする事により、今まで以上に細かく、リアルに表現する事ができました。C 
1もたっぶり、十分に楽しめますイベントのグラフィックだけで、100枚以上/これはシミ 
レーションゲームとしては、異例の多さです。いかにゲーム自体の内容が充実している 

、、おわかりでしよう。もちろん、アニメーションは御要望にお答えして、なるべく大き 
動かし、巳GMもふんだんに使用しています。_付加価値いっぱいのソフト/好評の才 

'ケディスクはもちろん、フオクシー2 ではキャラクターエディターがついています。 
i々と楽しめる要素がいっぱいつまったゲーム…それがフオクシー2 です。 

I信販売をご希望の方は…•現金書留の場合…商品名、機種、メディアを明記の上エルフまでお送り下さい。•郵便振替の場合…郵便局の振替 
用紙に商品名、機種、メディアを明記の上、口座番号東京3-191196エルフまでお申し込み下さい。 

Fレカプレゼント]「オリジナルテレホンカ-ド」を、ゲ-ムを終了させたお客様の中から抽選で300名にプレゼント致します。詳しくは製品のマニュアルをご覧ください。 



ドラゴンアイズ劇場 企画•制作•出演 

u渡り星"を摟せ/霄 

11渡り星"をつかむのはいま/ 

呪文 
違ってだ 
みだい… 

(プレゼント対象:『ドラゴンアイス』ご購入のかた） 

毎月100名様(合計300名様)に 
特製オリジナルテレカが当る/ 
♦ 300枚限定力ードです。販売は一切いたしません。 

このテレホンカードが欲しぃあなたは、まずアイネスに、渡り星に出会うための呪文を教えて 

あげなければなりません。ヒントはなし。でも、『ドラゴンアイズ』をプレイしたあなたなら 

すぐわかりますよね。商品をお買ぃ上げのうえ、マニュアル（説明書）に指定 

してある方法でご応募くださぃ/正い、呪文を教えてくださった 
300名のあなたには、特製テレホンカードをプレゼントさ 

せてぃただきます。なお、電話でのお問ぃ合 

わせは、ぃっさぃ受け付けませんの 

で、あしからずご了承くださぃ。 

まだ発売されてぃな^、機種のあ 

なたにも、チヤンスはあります。 

ご応募、お待ちしています.グ 

■応募メ切 
第1回メ切日…1991年3月末日 
第2回))…JJ 4月末日 

第3回ノノ •••ノノ 5月末日必着発表は発ISミ 

※商品については、pio6の広告をご覧ください。 かえさせていただきます。 



◎アリスソフト COVER GIRI_/クミコ 

ス_バイトルスキンハ =，チ……:，、Jg 
私レフEWTCつI —PJ8 
(G霸驪………………一一一……p^O 
Thanatos………”……………。pjl 

疆©離物驪…………………………p9g2 
_クリニック酬罾… 

务;と働*義数……………………p J4 

■発売元•ソフト八ウス各社のご厚意により、 
今月紹介するゲー厶ソフトをブレゼントします。 
応募方法はP.52を見てください。 
※「今月の1本/」「名作プレイバック」はお休みさせていだだきます。 

アリスソフトさんからプレゼント//上の絵の入ったデータディスク 

(X68K版）を/0名にあげちゃう。希望者IJP.82を見てね〇 

今月はあの超人気ゲ 
一し『闘神都市』の 
美少女大図鑑とアイ 
□ンフリントがつい 
ちやつだ/ラブリ 
-ハニー、a 

I 最新美少女ソフトをSCOOP / 

D^^ffDasCi].--p.85 
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しゆうちしん 

:雜れる、脱衣の嵐/吹额ぶ羞恥心 

スーパーバトルスキンパニック 

PC-9801シリーズ 」3.5.5HD 19800円 

I発売元/ガイナツクス■発売中※アナログディスプレイが必要です 

けんぼう 

転校生は幻の拳法の伝承者!？ 
美しいグラッフィクか評判のガイナ 

ックスさんに辛斤{乍（移t直？）か登場。 

これは先にソフトベンダー武尊から出 
た88版『バ、トルスキンハ0ニック』の一 

部（グラフィックなど）をバ'ージョン 

アップしたもの。カードバトル•アド 

ベンチャー 
〇ゲー厶中には、ユニークなメッセージがたく 
さん。妙なセンス（I?)のセリフが笑える 

ーム、基本的にはAVG。が、戦闘にな 

ると、カードバトルて 1 夬着をつけると 

|〇いうユニークなシステム。そして、こ 
_芎のゲームの監督は、知る人ぞ知るマン 

ガ家のみんだ☆なお氏。独特のセンス 

がゲームの表れていて、とっても楽し 

雷®いゲームに肚がっているぞ。 
ある日、主人公（名前はプレイヤー 

%竹、か設定）の通う私立天保山高校に、南 
だ裸 

夺果ネ«舌殺拳とは、体表面の糸瑚包組^を 
活注化させ、それにより集積された気 

を一気に放出する地上最強の拳法。そ 

の破壊力は露出した肌の表面積に比例 

するため、服を脱げは 1絶ぐほど強くな 
る、とゆーワケ。そして、正統な活殺 

拳の伝承者がその証として所持してい 
るのが、ブルー.ロブ.スターなのだ。 

〇これが正統な伝承者 
—の証、ブルー.ロブ• 

miスター。シークレツ 

卜•オブ•ブル_•口 
^スターなんちって 

像せ 
i BA <D, J 

〇ゲー厶では、自身の口から説明される 

^ 中華四千年の幻の攀法•裸神洁殺擧とは？ I 

〇ミミのかつてのライバルの麻宮……、じやな 
くて宮川サキ。そして配下の巨乳三姉妹 

米ペルーから転校生がやってきた。彼 

女の名前は板東ミミ。髪の毛か紅くて、 

校M違反の髪飾りをしている以外はご 

く普通の女のコだ。主人公とは隣同士 

の席になったことで仲良くなった。し 
かし登校中、2人は乳のデカイ3人姉 

妹に襲われた。彼女たちはミミか裸神 

活®拳という拳法の伝承者だと言う0 

いったいなんだ、そりや!？ 

〇裸神活殺拳伝承者のケン•キスカ老師。ミミ 
はペルーに渡った彼のもとで、修行していた 

〇三姉妹の必殺技•トリブル巨乳プレス。気持 
ちイイけど、このままじや窒息する〜つ// 

美少女指数 90% 



女？liA 
女礎B 
女礎C 

グッビく臨 
甲SAA 

ミミ明甲SAA 
ミミvs甲SAB 

*' 11 W 二tミミ 
瓶膊二feti 
ミミvs二術 

甲SAC 
甲鈥。 

% 甲SAD 
ミミ杯甲⑽ 
ミミV9モスチルス 
ミミw ICBM 

お•ま•け 
ゲームをクUアすると、おまけモ 
ードで遊べるよラになる。どこか 
で聞いだよラな巳.G.M.にあわ 
せて、どこかで見だよろなタイト 
ル画面が出て< る。メニュー画面 
に敵の名前が表示されているので、 
好きな相手を選んで戦えるゾ。 

、迫熱のカードバトルだ/ 
このゲームの戦闘シーンは、双方が 

手持ちの力ード（カードは常に5枚で、 

使った分は補充される）を使って戦う 
というシステム。攻撃、防御、回復、 

恥、脱衣、JOKERなどのカードを1枚 

ずつ交互に出して戦うのだ。そして、 

ミミは脱げば脱ぐほど強くなる。だか 

ら、脱衣カードを使えばミミの攻撃力 
が上がって、ユーザーもムフフ〇とい 

うすばらしいシステムなのだ/ 

〇服を脱ぐと戦闘力は上がるが、防御力が下が 
つてしまろ。ただ脱げばいいワケではないのだ 

〇彼女の強力な精神力は、羞恥心 
さえ克服してしまった。サキに恥 
カードはまったく効かないぞ 

謎の中国人少女グッピー北京、そして、地底王国マストドン 
ロブ•スターを狙って、ミミに襲いか 

かってくるのだ。いったい、ブルー• 

ロブ•スターの隠された秘、密とは!？ 

〇甲殻地底人類マストドン出現。プルー•ロブ_ 

スターを持つミミに襲いかかる 

ブルー• ロブ.スターを狙っている 
のはサキだけではない。中国活殺拳の 

威信をかけてミミに戦いを挑む、活殺 

拳の天才少女•グッピー北京。北京の 

必殺技.耳!:、骨_ (それにしてもハズ 

いネーミングだなぁ）が火を吹く。そ 

して、世界ffiKを狙う地底王国マスト 
ドン。彼女たちもミミの持つブルー• 

0200年に1人と言われる活殺拳の天才少 
女•グッピー北京。彼女は弱冠14歳にして、 

香港活殺拳界0)リーダーとして君臨するほど 
の実力者なのだ。衰退する中国活殺拳界の復 
興をかけて、ミミに戦いを挑んでくる 

こちらは昍版の 5*^,1 
『バトルスキンパニック』= 

88版は、ソフトベンダー武尊から『パト 
ルスキンパニック』が発売されている。 
『スーパー〜』はそのパージヨンアップ 
版といろワケだ。主な違いは、無恥力一 
ドがないことと、絵が若干少ないことか 
な。でも基本的には同じゲームなので、 
88ユーザーのみんなはこちらで遊ぼろネ。 

〇コマンド表示が98版より見やすいそ。ところ〇昍版に比べて、全体的にスッキリとした（地 

で、このパーコードは意味があるのかな一7 味な7)画面構成になっている 

三—1川 胃*MllPf 川け1， 
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PC-8801mknSR シ U-ズ 
■発売元/フェアリーテール 
■発売中（88版、X68K版、MSX2版は発売日未定) 

※画面は昍版のものです。 

3.5.5HD PC-9801シリーズ 
7800円 

X68000シ U—ズ 5HD 
MSX2 

女のコ大好きスポーツのゴルフでナンバウ 
今、もっともオシャレでホットなス 

ポーツ、ゴノレフ。もちろん、女のコた 

ちの間でも人気No.lなのだ。となれば、 
ゴルフにかこつけて女のコをナンハで 

きちゃうんじゃないか、っていう発想 

が生まれるのは当然だね（ホントか 

よ)。そんなワヶで（？）できたのが、 

この『私をゴルフに連れてって』。美少 

女AVGに本格ゴノレフが、くっついた、 

とってもお得なゲームなのだ。 

〇こいつが金剛先輩だ。よくいるんだよね、こ 
ラいラ体育会系ノリのヤツ。困ったもんだ 

〇会社の中にだってかわいいコはいるぞ。この 
コは美希チヤン。企画部の花ウなのだ 

主人公は、天rの松下物産営業部の 

新入社員.田原クン。大学時代:はゴル 

フでならした田原クンのこと、もちろ 
んゴルフ部にサクッと入部した。しか 

し、ひょんなことから新入部員歓迎コ 
ンぺの女のコ集めをするハメに。もし 

集まらなかったら、体育会系の金剛先 

輩に何されるやら……〇 

AVG部分はコマンド選択式。キミ 
は田原クンとなって、会ネ土公認、のナン 

パに出かけるのだ。誘える女のコは6 

人まで。街に出て手当たり次第声をか 

けるのもよし、もちろん社内のコを誘 
ってみるのもよし。うまくいけば、ア 

ウルワシの麗子サンワウ 

〇田原クンがひそかに想っている美人社長秘 
書•麗子サン。容姿端麗•頭脳明晰•眉目秀麗• 
以下省略といろやつだな、こりや 

コガレの社長秘書•麗子さんが来てく 

れるかも……。亲斤歓コンペは4日後0 

それまで3日間ナンパに精を出し、1 

人でも多くコンぺに連れて行こう/ 

さあ女めコさがしに街へ出よウガ 

〇銀座のデパゴルにやって来ました。OL御用〇芝GGで会った女子大生2人組。イマドキの 
達だけあって、雰囲気も華やかだぞ 女子大生ってリッチなんだから、も.ラ 

コンペ参加要員 
14+1人ウ 

いるぞいるぞ登場美少女s美女勢 
ぞろいだあ// この中から6人ま 
でコンペに連れて行くことがでさ 
るぞ。これだけいると迷つちやろ 
けど、さてキミなら誰にする7 

中島恵理 
昼はデパートギ 
ヤル、夜は六本 
木アソビ人の恵 
理サン。とにか 
くイケイケ八デ 
八デお姉ちやん 
だそ。 

今并静香 
赤坂女子大ゴル 
フ部の丨年生。 
屈託なくて明る 
いコなのだ。サ 
ラサラストレー 
卜がベリーナイ 
ス〇だね。 

武田ナオミ 
松下物産のライ 
パル•丸の内物 
産にお勤め。恵 
理サンとは夜遊 
び友達で、六本 
木のディスコに 
行けば会える。 

岡本弥生 
静香チヤンの先 
輩で、一緒に芝 
GCで会える。 
こちらはしっと 
りおしとやか、 
つて感じ。でも、 
ゴルフはウマイ。 

川崎フリア 
新宿の風俗喫茶 
「マドンナ」で 
働いている。風 
俗喫茶ってのは、 
つまり、店の中 
で〇ウでぎちや 
うワケだ。デへ0 

リンダ•バターソン 石田百合子 
アメリカからや 
つて来て、柴又 
矢切帝釈天高校 
に通っている。 
何だか変な日本 
語の覚え方をし 
てるんだよな。 

赤坂のクラブの 
イロッぽいお姉 
さん。たおやか 
といろか、日本 
女性のカガミと 
いうか、とにか 
くいいぞウ 
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わき目もふらず、部屋へ直行しよう。 

そうすれば、麗子さんとのとってもス 

テキな一夜を迎えられるのだ^? 

美少女指数 90% 

鯽 PUVi><G H 
ご:ご':，;^: 0 

Vi； 

111111111『i1 ^«f<ir 

いよいよコンペ当日。クジ引きで組 

み合わせを決めたら、さあレッツゴル 

フ/ ここで本格派18ホールのゴル 
フゲームになるのだ。成績が悪いと、 

後のお楽しみか減っちゃうから、いっ 

ちょ気合いを入れていこう。 
いい汗かいた後は、お待ちかねのア 

フターコンペ/ヽ。ーテイー。ここで女の 

コのルームナンバーを聞きまくれ/ 

後で部屋を訪ねて行けば、〇ウ天国が 
待ってるぞ。でも、麗子さんに対して 
は一途にならなきゃダメ。他のコには 

りできるかはキミのゴルフの腕次第 

江古田真澄 

二階堂遙 

1 

松下物産の受付 
嬢で、ロック大 
好きっコ。パン 
ドのボーカルを 
やってるんだけ 
ど、これがなか 
なかオンチ……〇 

大金持ちの娘さ 
んで、ゴルフの 
腕はかなりのも 
の。「男の人はワ 
タシよりゴルフ 
がろまくなくつ 
ちや」だって。 

本郷美希 黄桜マキ 
同じく松下物産 
の企画部のコ。 
真澄チヤンの高 
校時代の先輩な 
のだ。ただいま 

レフのレツス 
ン中なんだって。 

久保真実子 
!遙チヤンと一緒 
に青山GCで会 
ろことができる。 
2人とも広尾の 

I超お嬢様養成学 
|校、聖女館に通 
つてるのだ。 

松永麗子 

大会社の社長令 
嬢で、まだピチ 
ピチの中学生。 
その若さと元気 
にふり回されて 
しまう田原クン 
であった。 

松下物産の社長 
秘書で、とびつ 
きりの美人。ち 
よつびり口が悪 
いけど、そんな 
ところちまたス 
テキ0 

青木美穂 

戸川文子 

社長秘書兼マキ 
ちゃんの世話係。 
マキちゃんとは 
仲がいいのか悪 
いのか、ケンカ 
ばかりしてるの 
だ。 

松下物産経理部 
の、まぁそのつ 
まり、アレだ。 
有無を言わさず 
コンペについて 
来てしまう。非 
常に困る。 

つて来ました軽井沢。 
こんな所で思いぎりプレ 

イしてみたい/ 

〇ゴルフ画面はトツプピ 
ュ—型。ボ—ルに合わせ 

てスクロ—ルするぞ 

3--FirrBl 

〇|打ごとに、女のコが 
しやべつてくれる。うれ 

し八ズカシ9 

I岑しT楽しいア791へ★ 
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ステージをクリアすると•…“ 
ステージをク|JアするとDr.セUザワ 
が女のコに〇なコトをしてしまうのだ0 

HOTでアブナイりSLG 

PC-8801mkiiSR シリーズ 5D 
PC-98G1シリーズ 3.5.5HD 

7800円 

■発売元/クレイト■発売日/3罔中旬 

※画面は88版のちのです。 

糸アナ□ヴデイスフレイが必要です。 

11111111111111111 ——— 
キミのまわりに、イイ意味でも悪い 

意味でも、何を考えているかわからな 

いヤツはいないかい？ このゲームの 

主人公、Dr.セリザワはどちらかと言 

えば悪い意味で何を考えているかわか 

らない女性だ。彼女、かつては地球に 

近い環境の、とある島国で不世出の天 

才と呼ばれ^人々の尊敬を集めていた。 

にもかかわらず、ある日突如として姿 

を消してしまった。そして再ひ現れた 

と思ったら、こともあろうに、自分の 

(この場合、戦争っていうのかなあ？） 

を仕掛けたのだ。兵器も、巨大仮装夕 

ンカー、巨大生態兵器ガーゴイル、空 

飛ぶ円盤だって……/ 

ゲームはキャンペーン形式のSLG。 

キミはDr.セリザワとなって、これら 

の兵器をうまく使い、日本帝国の基地 

を破壊していくのだ。ステージは北は 

北海道から南は九州まで、全部で12か 

所。マップ上の敵基地を全部破壊する 

と、ステージクリアというワケ。こり 

趣味と本能のため、日本帝国にケンカ ゃあ……長い戦いになるぞお/ 

回れ泡卽敬®圓s 
〇エリアは細かく 
わかれていて、 
つのエリアには、 
いくつかの基地が 
存在する 

〇これがメイン画 
面だ。ユニットが 
ちょっと小さいの 
で、見にくいのが 
難点かなあ 

美少女指数 80% 

このゲームのウijのひとつがアニメーションだ。これら 
は、才ーフニンヴや戦闘シーンで活踵する。と < にオー 
フニングでのそれは、迫力満点で、まるで本物（孑）を 
見ているよろな錯覚さえするぞ。カー、リ]イイ！！ 
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このゲームの主人公は港PT •横浜に 

事務所を構えて3年になる探偵サン。 

その間、大事件にも巻き込まれること 

もなく、ごく普通（？>の探偵胃を 
続けてきた。ところが'ある日、m貞仲 

間の中〗11が何者かによって殺されたこ 

とを新聞で知る。不審に思った主人公 

は、さっそく中川の事務所に行ってみ 

た。そしで；資料棚から1枚のフロッ 

ピーディスクを見つける。そこにはな 
んと、株式会社AJTの悪行の数々が 

1ほ承されていたのだ。そこで、AJTに 

ついて調べるべく、自分の事務所に戻 

った。すると、事務所には1人の美女 

か彼を侍っていた。そして、彼女の依 

頼とは、まさに彼の調べようとしてい 

るAJTのことだつたのだ/ 

ゲームはコマンド選択式のAVG。キ 

ミは主人公となり、AJTの悪行を暴く 

のだ。重厚なストーリーときれいなグ 

ラフィックがキミの心を魅了するぞ〇 

情報屋に会う/ 
f情報崖に会ろのも楽じやない。しかも、你 
()こんな場所ウばかりで……。これも仕 
(jj)事だからしよ一がないか（!？）。 

〇こちらは、主人公の事務所。捜査に行さ詰ま 
つたら、ここに戻って頭の中を整理しよう 

〇こちらはストリツプ劇場での1シー 
ン。フ厶フム、こ一なっているのか 

〇いっぽラ、こちらはのぞき部屋。あ® 
あ、生ぎてて良かった……I? 

美少女指数 90% 

OAJTの受付嬢。聞けることは全部聞け// 〇何やらアヤシゲなジジイ（1?)。何者なんだ7 

3人の美女その存在と13? 
ゲーム中、登場するメインの女の 

コは下の3人。みんな、可愛いでし 
よ9しかし、3人とも実はワ•ケ 

ア•U/依頼人の沙夜香は隠されだ 
秘密があって、イ□イロな意味で怪し 
し、。まだ、女子大生の和美はなんとA 

JTの社長の愛人/まだ、美穂はA 
JTとなにやらクサイ関係にある越 
後屋の社長、ジョー•ロノ \ーツの愛 
人だ。ん〜、こんな美女を愛人にし 
てしまろなんて許せんなあ、もろ/ 

〇チツ/ 

〇積極的な女のnの和 
美。キヤピキヤピの女 

子大生だ。20才 
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ノで殺人事件が 

■発売中 
※画面は98版のちのです 
浓アナログディスプレイが必要です 

捜査を始めたが……。 

コマンド選択式AVGで、かなり本格 
的な推理モノ0画面全体に表示される 

大きなグラフィック（ウインドウは消 

すコトができる）がとてもナイスだぞ。 

美少女指数 85% 

敎嶔寶蘇譏溆鐵嶔鐵采滎嶔敎: 

誠 
% 
蘇 

>m： 

ビラ鏟ヲ诏汐h 
おまだせ./のトビラ絵ブレゼントです。今 
月はアUスソフトさんのご厚意により、75 
ページで使つだグラフィック(右にも掲載） 
の入つたディスクを10名にあげちやいます。 

機種はX68K版。希望者はノ \ガキに籲住所• 

氏名•年齡•電話番号•使つているバソコ 
ン*今月のレモンちつ<WORLDの感想 

と要望（具体的にネ/)を明記のうえ、〒 
105東京都港区新橋4-10-7 TIMテクノポ 
リス編集部「4月号トビラ絵ブレゼント」 
係まで送つてね。締め切りは4月8日（必 
着)。さあ、ドシドシ応募してね0なお、 
当選者の発表は発送をもって代えさせてい 
だだきます。 

ベ、\ ’ 、バ义，ゞ/ \ ノ \ィ入/ヘイV》〆ベ'ノ \〆夂ノ ' /ベ/ \ ノ/ぐ、 

主人公の今井彦iiRは湘南にあるべ 
ンシヨン「大津i皮jで、バイトをして 

いる19歳。そこに、オーナーの娘•由 

香の友達か、泊まりにやってきた。キレ 
イな女子大生のおねえさんたちに囲ま 

れてムフフの主人公。しかし、そんな 

気分もイッパツで吹きとぶ事件か起こ 

った。なんとグループの1人で由 

香の恋人、帷英治が水死体であが 

ったからた'。しかも、その手には 

彦五のTシャツの切れ端が……〇 

その夜はナンノ、。した女のコとホテ 

ルに泊まっていたために、アリバ 

イの立証か、うまくできない彦五，P。 

真m人を捜すべく、独自に事件の 

〇ペンションのオーナー津波真吾の長女。死ん 
だ英治とは恋人同士だった。音、妊娠したこと 
があるらしいのだが……（詳細は不明） 

〇由香の妹。ゆくゆくは医者を目指している。 
事件のことにちよくちよく 口をはさむ 

ペンション大津波に 

泊まっている女のコたち 
〇グループの取りまとめ役で没歳の女子大生。 
いろいろな情報をくれるし、とっても八ードな 
〇ウ〇もしてくれるのだ。ラツキー0 

泊まりにきた由香の友達は、男2人に、女が 
4人。とりあえず男は無視して、女のコたち 
だけを紹介だ〜/ 

柳 
〇グループの中では最年少の18歳。少しアーパ 
—気味（I?)の女のコなのだ 

〇手前の挑発的な娘が 
恵美理。性格もとつて 

も開放的。逆に瑞乃は 
内向的な女のn 
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病院を好き勝手にあらしまくり// 

I発売元/ホームデータ■発売中 
コ C-8801mkIISR シリーズ ※画面は98版のちのです。 
3C-9801シ Uーズ 3.5.5HD *アナ□ヴディスフレイが必要です 

麻雀に靨てば脱ぐ勿はあたり前(笑) 

美少女指数 80% 
〇これが移動画面。コマンドで行きたい場所を-7~~ 

選ぶのだ。カギのかかった部屋もあるそ' — ▼ — — 

ゲーセンにあった『麻雀クリニック』 

が、装いも新たにパソコンで登場/ 

キミはカワイイ妹を助けるために（囲 

みを見てねウ)、病院内を縦横無尽に駆 

け回るのだ。 

ゲームは主に移動、イベント、麻雀 

の3つに分かれる。移動では、病院内 

のいろんな部屋へ行くコトができるか 

ら、歩き回って女のコを捜そう。女の 
コに出会うとイベント画面に。そした 
ら有無を言わさず麻雀だぁ（何もしな 

レ、で立ち去ることもできるけどね）/ 

麻雀は、ごく普通の（？）2AJ林雀。 

途中で得られるアイテムを持っていれ 

ば、イカサマをすることもできるのた'。 

アガればもちろん、ウウウなシーンに 

突入0でも、喜んでばかりいちゃいけ 
ないゾ。モノにした女のコから情報を 

聞き出して、病院内に渦巻く陰謀を暴 
くのだ。そして、順子を救い出せ/ 

〇中学生の美奈ちゃんは、 
どラやらカゼをひいてるら 
しい。ど一れどれ、先生が 
診てあげましよ0 

美奈ちゃんが 
ののこ〇 
こ天ん仕 
と使な事 
だとコ中 
あは卜だ 
〇 'をと 

〇で、これが麻雀画面。ありがちな画面だけど、 
牌のグラフイックがなかなかキレイね 

旅^^择霾s此si 

，刃， 

nimt 

f其驚象東 

P門莉自猱 
1一発 -黡 
碑 -羅 

-繅 
立直 

— 

—繅 

關gig 餺騖其 | 

〇そ〜らアガッた。この後は当然、楽しいアレ 
が待ってるそ。厶ヒヨヒヨ9 

〇ある日、いつものように病室を訪れると、 〇順子はどこへ7キミは院長に成り代わつ 
見知らぬ少女の姿が。一体誰なんだ7 て、病院内を徹底的に捜す決意をした…… 

麻理さんも… 
〇看護婦の麻理さんは、 
実は院長（キミだ/) 
の婚約者。何となくボ 
—ツとしてるけど— 

〇こんなにカワイイ順子なのに、不治の病と 
は……。神様のイジワル/ か?イイ順子は 

一体どこに……？ 
キミは、不治の病に侵された妹•順子の 
ために、毎日病室を訪れていた。だがあ 
る日、j膜子の姿がコツ然と消えてしまう。 
一刻も早く捜し出さなくては/院長を 
殴り倒して変装し、捜索開始だ// 

1101号室 102号室 院長室 mmm 
\:F1 豳羲 A 
1 ,ifi 
103号室 診察室_P i is| 
\ h 调 
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くるくる美少女絵合わせ/ \°ズル 

■発売元/アンサー 
■発売中 
※画面は98版のちのです。 

PC-9801シリーズ 3.5-5HD 
1万2800円 

X68000シリーズ 5HD 

rTTTTTTXTXTTXTl 

美少女パズルを完成させて、さらに 
クイズに答えて美；、女を見ちゃお、と 

いうちょっぴり醒りな（？）ゲーム。 

その美少、女か実写取り込みってところ 
がミソなのだ。 

まずはパズル。アームか画面右下の 

箱の中から、ピースを運んでくる。こ 

れを並べて、絵を完成させるのだ。ア 

ームか、ここぞ、と思、う場所まで来たら 

スペースを押そう。すると、ピースが 

するすると降りてはめ込まれるぞ。う 

まく15(固のピースを正しい位置に置 

桃くすぐ3 
実写取り込み 

…,“I•"I,U,パ》，…••り"け1"“％川…ド,,％,, 

くことかできたら、今度は三択クイズ 

に挑戦> 正解すれば、さらに美少女の 

絵か'見られちゃう。こちらはパズルの 

絵よりも、ちょっぴりキワドイのだり 

〇こんなふうにピースを置いていく。取り込み 
画面だけに、少しわかりにくいかもね 

このゲームに出てくる絵は、すべて実写 
取り込み/リアルさに心をくすぐられ 
ちゃうのだ。特に、クイズの後のセピア 
調の絵は、雰囲気あってなかなかいいそ。 

〇ほ〜らろまくできた/すると画面の上にク 
イズがでるぞ。これに答えて次の絵だ// 

〇1つでも違うところに置いちゃうと、ゲー厶 
才ーパー。コンテイニューでがんばれ/ 

美少女指数 75% 

V顰雩顰顰零零， 

『FOXY II』発売日迫る•グ===== 
PC-9801シリーズ 13.5-5HD I Iが集まっている。そんな要望にお答え上)でしか成長しなかったものが、『II』 
X6^005/U-X [g__| 7800円|して、エルフさんにちょっと状況を聞では次にも引き継げるようになりまし 

元/エルフ いてみた/ た。戦闘シーンも見ごたえがあります 
■発売日/4月4日（X68K版は5月、 「大きなネ寺徴は、なんと言っても従来よ。もちろん、オマケテ、、ィスク付きで 

== 発の売で予す定） ⑽0ラィンだったところを、_ラィIV」 
Kァナログディスプレィが必要です。 ンのアナログ16色にしたということ。 というワケで下か、そのグラフィック。 

美少女界初の本格派SLG、あのイベントのグラフィックは10敝以上ホント、きれいだね。発売日は98版先 
『FOXY』に、『〜II』が発売されるとで、こういったゲームでは異例の枚数行で4月4日/発売が待ち望まれる 

、うことで、早くもファンの熱い視^線でしよ？内容も前作よりもボリュー『FOXYII』の情報でした。 

PC-9801シリーズ 3.5-5HD I 
X68000シリーズ I5HD 

IMSX2 | 3.5DD 
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CAし2 
PC-9801シリーズ 3.5.5HD 
X68000シリーズ 5HD 
MSX2 3.5DD 

/OUUr^ 

FM TOWNS 3.5HD 

■発売元/バーデイソフト 
■発売日/4月上旬（X68K版は4月下旬、 
MSX2*TOWNS 版は5月） 
※画面は98版のちのです 

あの美麗グラフイツクAVG『CAL』 

の続編が出るぞ。今度の舞台は前作の 

3年後0主人公と恋人の美加ちゃんの 

の日から始まる。 

その日、美加ちゃんか突然「時の女 

神」という者にさらわれてしまった。 

キミは3種の神器を探し出し、勤口ち 

ゃんを救出しなければならない。3種 

の神器は、「カリスの女神たち」が持っ 
ているというのだが……。 

MOON CRYSTAL 
「X68000シリーズI5HD |ラ800円(予価）| 

■発売元/オレンジハウス 
■発売日/4月下旬 

プリムは女子高生0ある夜、彼氏と 

りする寸前、突然現れた生徒会長に彼 

氏を奪わ札自分も塔に閉じ込められ 
てしまった。この学校では、ゥするに 

は不純異性交遊許可証が必要なのだ。 

塔を脱出し、彼氏を奪い返し、許可証 
を手に入れなくっちゃ/プリムの前 

に立ちはだかるは各部の部長、平部員、 

そして風紀委員5人衆/デカキャラ 

がコミカルに動く痛陕アクシヨンだ。 

D-P-S SG sets 

PC-88VAシリーズ 5HD 
PC-9801シリーズ 3.5.5HD 
X68000シ U—ズ 5HD 6800円 
MSX2 3.5DD 
FM TOWNS 3.5HD 

■発売元/アリスソフト 
■発売日/4月15日 
※画面は98版のちのです 

夢のデータがつまってる力一 

トリ ツジで、 好きな夢を見るこ 

とができる『D_P*SSG』。そ 

の新しいシナリオが入った 

『〜set 2』が登場だ。 

入っているシナリオは3本。 

「いけない内利*検診2」は、産 

婦人科に行く心酉酿の女のコの 

お話。「朱い夜」はタワーリング 
〇ンフエルノ風高層ビルパニツ 

クもの。そして、本格ホラー 

「ANTIQUE HOUSE」だ。 

rD - P - SSGjを持っている 
人のために、シナリオ3本7^'け 

が入っているお得な『〜data 

2』（通販のみ）も出るゾ。 

m 
85 



春一番、ワイドな画面に17イドな「九つちj !! 
_ ミステリーアドベンチヤー 

星P)砂物語大好評発売中 

全機種フル画面に広 

ラフィック、BGM、交 

逃すな//単に謎を期 

团に広がるアナログ対応の華麗なグラフィック。ディーオー興色のミステリーアドベンチャー。シナリオ、グ 

I、効果音、システム…そしCエッチ、どれもこれも一級品。会括により移り変わる契少女達の表情を晃 

こ謎を解ぐとHなグラフィックがあるだけ…そんな空しい気分には決してさせない。君は)*味があってHす 

る。謎を解くためHする。外リオによりHする。どうしてもしたいからHする。そしてみんなと…する// 

そう、美少女は君のそばにいるかもしれないやさしいお姉さん。まだあどけなさが残る可愛し、妹。一晃勝ち気そうだが案 

外純情な彼女。き^せするタイプだけど以外とポインな娘0知的でファッショナブルな女子大生〇邏ぎ去った霣、海库で 

起きた•件だから美少女はまだまだ置場。あ34l/uばかりの美少女たちのグラフィックは広於パッケージのスペースで 

はその数といい、内容といし機念ながら全てお見せすることができません。しかし100数十のグラフィックはきっと君を满 

足させることでしようくり一枚一枚味わってください。華■な、そしてどこまでもセクシーなグラフィックを……// 

參 PC-9801VM/U V シリーズ 
FM音源対応高速オリジナルDOS搭載によりMS-DOS不要 

參PC-8801SRシリーズ 
fm音源対応サウンドボードn対応ジョイスティック対応 

春XB8000シU_ズ 
FM音源対応ADPCM対応 ジョイスティック対応 

•MSXS/S+/turboR 
FM音源対応PSG音源対応 ジョイスティック対応完全日本語表示 

標準価格¥6,日 

ティー•オーでは通販も行っています。こ希望の方は現金書留か、郵便振込で次のよろに申し込んでください。 

參現金霱留の壩合 

現金纣筒にこ希望のソフトの代金と、商品名、播楢名、メティアを明記した紙を入れてティー•才一通販部まで送ってくたさい<： ※価格には消費税は含まれておりません。 *当社のゲームソフトは全てFM音源、ジョイパット対応 

早苗ちゃんはちょっと町で知り合ったB校生。なん 
だかんだでホテルにいそLヽそと“ •。おいおい、そんな 

ことL/て後でどんな事件に卷さ込まれても知らない 
ぜ。• •とか雷っても女の子がからむと行動が先に立 
っちゃろのが主人公ってなもんだ。女の子を攻Kす 
るにはコツとカンとテクニックが鬣要/だけどこのゲ 
ームはアタマちちやあんと使わないと先に進まなく 
なつちゃ5そ/頑張れ/ 

ガリ助少女、真実ちゃんはオーナーの末嫌•ゆくゆく 
は医者になろラと日夜医学書と格矚している中学 
生だ0けっこーアダ7がよくって、嘆件の事にちょくち 
ょく 口をはさむ。でも、あんまり勉強ばかりしていると 
ブスになつちやうよね。ここはひとつ、きみが勉達以 
外の1■おたのしみjを教えて…あげるべきなんだろう 
か7たしかに由香さんの妹なんだから数年後にはき 
れいIこなるだろうけど。 

オーナーの娘、津波由香(SO才)死んでしまった大学 
生、帷英治は、実は彼女の恋人だったんだ。否応無 
しに事件に#き込まれてしまう彼女。当然、主人公 
の彦五郎とも何度となく会話を交わすことになるだ 
ろラね。突然の出来事に晒く沈みがちの彼女。そん 
な彼女の心を解吉ほぐすことも、君の仕*の一つに 
なると思うよ。やっぱりかわいこちやんには笑顏が一 
番だもんね。君の健Hを祈る/ 

ペンションに遊びに来た大学生グループの一人、ゆ 
う子ちやん。老けてみられるけれどグループの中で 
一番年下の18才なんだよ。ちょっとアーパー気味な 
のが惘報収集の時にまどろっこしく感じるかもしれ 
ないけれど、それが彼女の可*らしさを引き立てて 
いる部分でちあるんだ•ラフな腰装が好杏な彼女、 
みずみずしいふともものラインに、知らず知らずの 
うちに魅了されることウケアイだよ/ 

ラ〜ん/慧味シンな心象背景を伴って〇〇〇してい 
るこの娘は熊谷かつみチヤン。グループの取りまと 
め役みたいな彼女は、とっても活動的なS2才の女子 
大生ガいろいろ有用な情報をくれるし、八ードな0 

COち…。(やっぱりいろんな経険してるんだろ5な 
あ、なんて納得させてぐTIちやったりして…)出てくる 
女の子の中で一番年上なんだけど、それを®じさせ 
ないかわいらしさがイイツ/ 

おおつ/これは-の由香さん独りエッチの0。やつば 
り頭に浮かぶのは、今は亡き英治さんとの甘~い思 
い出なのでしようか？それにしても彼女の目練がこ 
つちを向いているのが気になりますネエ。もしかして 
見つかつちゃっているとか…。う一ん、汗のかき具合 
とか胸の透け具合とかがイイ味出してるでしよ。君 
はころい5壩面に出くわしたらど5する7君の選択 
によっては彼女は…0 

いつも患美理のそばを離れないでいる瑞乃さん。ど 
こかよわよわしく練が細い/3、うに見えるけど、それ 
がとっても女の子っぽい感じがするね0でも、いつも 
1[契理のそばにいて、二人で同じ部屋を借りてるな 
んて、もしかしてOCだったりして…。ここはひとつキ 
Sの目で確かめてみるしかないかな0でも彼女、彦 
五郎を嫌っているみたしぬんだよね。ひとりっきりの 
時を狙うしかないぞ〇 

タイトル 標準価格 PC-98VM/UV X6QOOO PC-88SR MSXS 

帰り道は危険がいっぱい 7800円 発売中 発売中 発売中 

エクスタリアン 6800円 発売中 発売中 発売中 発売中 

レきめきチェリ-ボックス 6800円 
vconnn omi y 志由 

「妖默クラブ 甜〇0円 
入tDOUUU UIMLT 充兀十 

星の砂物語 6800円 3月5日より全機種同時発売開始 
プランマーカー BBOO円 開発中 |聞発中 

rrn ブランマーカーf 

凝蕾:; 

ティ_•オー通販部〒日51神亲川*藤沢市陲沢115-2藤沢郵便局私*箱4号 

參郵便振込の壩合 

郵便局て振込用紙をも6U通信糊こ希望ソフトの商品名、薄呻名、メティアを明記して、次の□座番号まて代金を振り込んでくたさい。 

口座番号横浜3-22日日2 加入社名株式会社テイー•オー 

s§デイー•オー 
〒251神亲川県藤沢市南藤沢日-6魚万ビル6F 
TEし04BB(E曰)747フ FAX.03(3453)9フ〇フ 



んI 5 

昨年末に発売された『鬪神都市』。 

しっかりとしたストーリ-にカワ 

，イ女屬コがしとっ、咩いり；しかも 

初#暑rもわりと楽Tこプレイズき 

るとあって、《ちまたではかなDの 

人気だ。そこで、テクノポリスで 

は総灰を結集（7)し、登場する 

女挙p筆^公開/ 

さあ;、キミはどのコ迸好み？ 

87 



カスタム（主人公）が/ 

4回戦で戦ったライビ, 

ラキのパートナー。な 
んか、某国のパソコン 

，と同じ名前のような気< 

もするが、気のせいだ” 

ろう。また、見たとこ 
$ろ鬼娘のよろなので、 
ウレたら電撃でクロコ。 
ゲってなことにな0か 
ねないかも.I? 



元気、健康、なんて言 
葉がピッタリの女のコ、 
それがシユリ。闘神大 
会の受付嬢だ。元気な 

、彼女が受付の席にジッ< 

としているワケがない。 
様子を見て、コロシア 

>厶に行ってみよラ。ほ 
から、お菓子をつまみ食 
いしているぞ。キミも 
食べちやうぞゥ 

酒場で出会ろことがで 
，きる、カスタムフアン 
の女のコ。慕ってくれ 
るんだから、食べちや 
え、食べちやえウだ， 

>けど、彼女とのコトを 
クミコが知ったら•‘ 

'才、オレが悪いんじや' 
ないや一い。節操のな 
い厶〇コ（ピーッ/) 

が悪し〉んだ_し、。 

地下7階に住んでいる 
悪魔。悪魔のクセに（悪 
魔だから7)ミヨーに 
イロツボイ〇そのラ 
え、才トコにオンナに， 

両刀使い。マイツタナ、 
こりやあ。だけど、こ 
んなコ（7>)に、いち 

>どくらいお相手しても 
らつてもパチはあたら 
ないはずだI? 
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■■1 Hill 
地下3階で会3ことが< 

できる。17歳の女のコ《 
で、魔法の勉強をして 
いる。ちょっと目を離 

■したら、おやっ、なん 
だか楽しそろなコトや， 
ってるぞウゆっくり 
拝見させてもらってか 
ら助けてあげよ3ね。 
へツへツへ、見ていて 

►楽しいな〜/ 
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悪魔のアトランタによ 
.って、鏡に封じ込めら 
れてしまった女のコ。 
ブレザーがよく似合ろ 
コだ。いいなあ、ブし 
ザーってウもう何年 
も近くで見てないぞ。 

>八ダカもイイけど、や1 

フぱ、制服も捨てがた< 

い（1?)。ポクって口 
,リコン……? 

^地下2階のどこかに隠 
，れている女のコ。魔法 
'の宝箱の存在を知って 
いて、それを知った力 

•スタムに口止めのアメ， 
と厶チを使ろ。アメは 
もちろんウで、厶チは 

>脅迫。強〇されたって4< 
言いふらすんだと。そ* 

んなコト言ろとホント） /’ 

>にしちやうそ'お/ / 

1回戦の相手•ドギの 
パ_トナ_。彼女もご 
多分にもれず、強い男 
が好きなよ3だ。ろむ. 

■うむ、なかなか殊勝な< 

•心がけだ。では、さつ 
そく、いただぎま一す。v 

►おつ、なかなか手際が< 
>いいそ/ さては、 
〇〇嬢だったなT5 (ン 
、なワケないか)。 
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大会出場者•アーサー 
のパートナー。パート 
ナーが、ほかのオンナ 

•にろつつをぬかしてる 
，から、愛想つかしたんぐ 

だって。どことなく気 
> 品が感じられるからい 
飞、なあ。恋人にしたい 
>なあ、こんなコいたら 

(どこまで本気なんだ 
►ろう……?)〇 

MIKA ■■■■■■■ 

闘神の館の倉庫で掃除 
をしている女のコ。名 
前はレイア。前の将軍 
にはいろいろと〇なコ 
卜を強要されたらしい。^ 

想像しただけでウレシ’ 

イ（!？）。だけど、メイ 
~ドさんて、どこの世界 

1にいってもこんなか《 
なT5よし、金持ちに 

，なるぞ一っ（単純)。 
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■■■■1 
闘神都市の謎を探るた 
め、」众卩八|\|からや< 
って来た忍者。色仕掛 
けをするために、何度令 
も自分の身を投げだL 
たんだって。忍者って 
かわいそろ。しかも、 
小さいうちから厳しし、' 

-修行をしてるんだからん 
アア、ニンジャニ八ナ 
リタクナイ……。 

IIIHI 
やよいの侍女。一緒に 
JAPANからやって 
来た。ドジな忍者で、 
地下已階でモンスター< 

に捕まってオモチヤに< 

されている。それも2 

度も/ よく忍者なん, 

てやってられるな一。’ 

でも文句言わずに助け< 

てあげよう。いいこと 
教えてくれるかも…1?< 

IIHI 
地下日階にある宝箱を 
開けると、鏡の破片を 
見つけることがでぎる。 
破片を6つそろえると< 

登場するのがこのライィ 
ザだ。彼女は、カスタ 
厶に必殺の魔法を教え 
てくれるのだ。と〜つ< 

，てもイロツボイので、 
コドモ扱いされても許 

，してあげちやろゥ 

IIHI 
ゲーム全般でお世話に 
なるのがこのコ。レべ 
ル神で、’レベルが10上 
がるごとに脱いでいく 
という、すばらしい< 

(7)神様だ〇ラセリ 
アのお姿〇を見たいが 
ためにレベルアップにべ 

、命をかけたプレイヤー< 

がどれだけいることか 
…（ポクです)。 
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労しだぞ一つ。つてなワケで（どんなワケだ7)最後 
にゲームに出てきだちよい役キヤラを集めだ 

ぞ。ねつ、み〜んなかわいいでしよ〒 

m- 

〇同じく地下 
9階で売られ 
ている女のコ 

〇モンスターにイ 
タズラされてる0 

OMIKAのお姉さん。眼鏡をとればいい 
オンナかも7 

〇シヨタコン（/)のアイドル歌手だ 

〇破れた服が痛々しい。 
地下9階で登場 

本当は、もつとだ<さん 
紹介しだかつだけど、ぺ 
ージの都合上、全部は紹 
介できませんでしだ。な 
ルせ可愛いコが多い、多 
い/これは選ぶのに苦 



圃神都市特製アイロンプUント 

•ラセリア 

籲ねこまだまだ 

•MIKA 

⑩クミコ 

⑩ブルーハニー 

•レッド八二一 

©アリスソフト アイロンプリントの使い方は次のページ 



アイロンフリントの 
使い方 

•ナイロンやビニールなど、熱に弱いものには使わないで<ださい。 
•Tシャツにフリントする場合、布が重ならないよう、布の間に白 
い紙をはさんでから使って<ださい。 
•スチームアイロンを使ろ場合は、水分をぬき、あて布の上にアル 
ミホイルを置いて < ださい。 
_綿などの天然嫌維にプ|Jントする場合、洗濯すると色落ちするこ 
とがあるので、他のものと一緒に洗濯しないで<ださい。 

アイロンプリントの写し方 

① 好きな絵を八サミで切り抜く。 
② アイロン台の上に、白い紙、ブ 
リントする布、アイ□ンフUント 
(印刷する面を下向きにする)、あ 
て布の順に置く。 
③ アイロンを180〜200度(綿まだ 
は麻の設定)にして、約60秒間、ア 
イ□ンブ|Jントがズレないよろ注 
意してアイ□ンをあてる。 
④ アイロンプリントを布からはが 
してできあがり。 

アイロンプリントの写し方 

① 好きな絵を八サミで切り抜く。 
② アイロン台の上に、白い紙、フ 
|Jントする布、アイ□ンフUント 
(印刷する面を下向きにする)、あ 
て布の頭に置<。 
③ アイロンを180〜200度(繍また 
は麻の設定)にして、約60秒間、ア 
イ□ンフ|Jントがズレないよろ注 
意してアイ□ンをあてる。 
④ アイロンフ1Jントを布からはが 
してできあが0。 

必要な道具を用意する 

アイロン、アイロン台、あて布、白い紙、フリントする布(綿などの 

天然嫌維より化学繊維がよい。白い布のほろがよりキレイにフ1Jントできる） 

アイロンプリントの写し方 

① 好きな絵を/ \サミで切り抜<。 

② アイロン台の上に、白い紙、フリントする布、アイロンブリント 

(印刷する面を下向きにする)、あて布の順に置<。 

③ アイロンを180〜200度(綿または麻の設定)にして、約60秒間、 

アイロンブUントがズレないよろ注意してアイ□ンをあてる。 

④ アイロンブリントを布からはがしてできあがり。 

① 好きな絵を八サ5で切り抜<• 
② アイ□ン台の上に、白い紙、フ 
Uントする布、アゴ□ンプリント 
(印Hする面を下0舌にする)、あ 
て布の順に匿<。 
©アイロンを180〜200度(練*だ 
は麻の設定)にして、約60秒B、ア 
イ□ンプUントガズレないよう注 
意してアゴ□ンをあてる。 
④アイ□ンフ_Jントを布からはガ 
してできあかり。 

① 好きな絵を八サミで切り抜<。 
② アイロン台の上に、白い紙、ブ 
Uントする布、アイ□ンプUント 
(印刷する面を下向きにする)、あ 
て布の願に薩<。 
②アイロンを180〜200度(締また 
は麻の設定)にして、約60秒間、ア 
イ□ンフリントがズレないよろ注 
意してアイ□ンをあてる。 
④アイロンブリントを布からはが 
してでさあが0。 

① 好きな絵を八サミで切り抜く。 
② アイロン台の上に、白い紙、フ 
Uントする布、アイ□ンフUント 
(印刷する面を下向さにする)、あ 
て布の頭に■く。 
③ アイロンを180〜200度(練まだ 
は麻の股定)にして、約60秒閫、ア 
イロンブLIントがズレないよう注 
意してアイ□ンをあてる。 
④ アイ□ンフUントを布からはが 
してでさあがり。 ① 好きな絵を八サミで切り抜<。 

② アイロン台の上に、白い紙、フ 
Uントする布、アイロンプUント 
(印刷する面を下向きにする)、あ 
て布の願に靈<。 
③ アイロンを180〜200度(締また 
は麻の設定)にして、約60秒間、ア 
イ□ンフリントがズレないよう注 
憲してアイ□ンをあてる。 
④ アイロンブ1Jントを布からはが 
してでさあがり。 

命レ!Wてネ’ 



痛いた。その抑の俄は、以前の紀捆在金て失って方 
tクリスタルのペンタント、そして右手に残ってt M 
Cれた少女ととちにK俄を取D探すための旅に出た 
：>登坂や、時折?^の脚班在かすめる奥しい女性(: 
，いったし槲は、何雜なんだ•…I? 

tSの85られもない®•と<&=«霣くだ 
Iり上げるBGM,2K2Sm« ，パ、..ベ：.：■, パ' .,.,1.:パ.:■ ' 
IGMは>FMOS在ffilTIした本ffiバージ〇ン•》(•烟WAV 
tギターか,》Wb:の八-卜在圧(wir»* 広大なスト—リー•油«•フアンタジ—•ロマン• • • ■によ《る不«»な女性，つ0»«£:510の《• ■ • •«は析たJI 
mmcsieず0込《れrい口rし》う“ “rイルミナbw.そ 
Bに雩龙て作&れた.こだね0のRPG«®です-电右る/1 

PC昍01V〜3枚組大好評発売中/ *PC8801SR〜6枚組大好評発売中/ 
MSX2/2+4枚組•X68000 3枚組各3月上旬発売予定/ *各定価6,800円 

lrノタジ-でクリスタルな幻影の世界にあなたを誘う美少女rpg/ 

オリシナルて:じ-ク 

jlOijL'UJh 

定価6,800円 

mm, 

♦ PC9801V〜3枚組大好評発売中/ *PC8801SR〜7枚組大好評発売中/ 

通信販売のお知らせ 言葉で酬してはいけない0 
広告で表i見してはアブない。 
ゲーム終了までに君は'7回〃熱く 

春現金書留の場合一商品名、機種、メディアを明記してフ 
エアリーテールまでお送りください。 
參郵便振替の場合一郵便局の振替用紙に商品名、機種、 
メディアを明記して、口座番号•東京7-140574フェアリー 

ルまでお申し込みください。 なる0 
«指定とはアメリカ映画協会で 

18才未満絶対禁止の意味0 
「正真正銘•鈔女M•アダルト」 

丁一 

X職 
ドラコン 
シテイ 

「奪われた美少女達が無事なわけがない/J 
待ちにまった本格的美少女リアル•口-ルプレイング•ゲーム、「キサナ 
あなたの使命は、T無itいるはずのない美少女達を」魔物達の毒牙からkう事。 

爾ttrcnre»いの期士“《»：んて騰うといいが，なひとow«»し*j風來》•ところが， 
にBJWWSな顧がたたってか* »»日* JMIのettん中で(《れてした••‘…• 

«：れ*1：»て《»かあれば«»轉か》〇というか、メイ亡いら名の*しいけ7：<れた《そして•は一 
a在取owめる擊かで«た《 メイはアムネリアのwの小さなbjでやさしいw&Ai*ふた〇藝&し®しrいる*モこw不 
*3»なことC rfB少女だだったJ„モし"C仰故かひんばんに用SMfcSの讕擊にぁ，て，«1はパニック状®Iこ® モんな18在fflいte5«田二5¢しいメイのWCTんフa—3が！■«!にさらねれてし！！!った• 8fi«助けられてW切にしてU*ら〇 
r. Wはこ«)»まメイ在拓檐てて»1=で«职にはいかい/ MのWCは扭«もSM5* 两ttXイ在連れ:C.フ□— 

3D美少女 

0Z-クてオリ、ytル 

tmat 定価6,800円 

PC9801V〜3枚組* PC8801SR〜7枚組 
MS x 2/2+4枚組*x 68000 3枚組全機種大好評発売中 

參MSX2/2+4枚組.X68000 3枚組各4月上旬発売予定/ *各定価6,800円 

フアンクラブ入会のお誘い 
フアンクラブ入会のお誘い 
特典：①オリジナル会員証の発行 

②おもしろ会報(年4回季刊） 
②オリジナル•グッズの特別販売 
④その他もり沢山 

有効期限:入会日より1年間 
年会費： 2.000円 
入会希望の方は、 
「お名前」、「ご住所」、「電話番号」、「生年月日j、「年令」、 
「お持ちのパソコン機種」、「職業」 
を明記の上、現金書留、又は郵便為替(かわせ)を簡易書 
留にして2,000円をお送りください。 
送り先： 
〒169東京都新宿区高田馬場1-33-14 

サンフラワービル巳1F 
『美少女探偵クラブ』係 





W/涵福二)k 

日本初/本格美人接待ゴルフ 
•あっ、これは失礼しました。わたくし、天下の松上物産営業部のピッカピカの新入社員、田原(あ 

なた)と申します。この度、松上物産ゴルフ部に所属させてもらうことになったのですが…いきなり 

部長から、「3日以内に6人の女の子をナンパしてこいガこれは命令だぞガ」というお達し。 

#なんでも得意先の接待ゴルフをかねて、新入社員歓迎コンペを開催するって事なんですが、どう 

せやるなら、可愛い女の子を集めて合コンにしようなんて事になっちやって…本来なら歓迎されるは 

ずのこの俺が、なぜか女の子捜しを押し付けられてしまったワケです。 

§もっとも仕事の最中に女の子をナンパ出来るなんてこんなおいしい話はめったにないので、まんざ 

らイヤというわけではないのですが…それに予定ではコンペは1泊2日/イヤでも期待にズボンの前 

はふくらんでしまうって感じ// 

てなわけで、松上物産の名刺を片手に社内に街に、ナンパに繰り出す事にしましょうか。 

❷とにかくゴルフは今、最も女の子に人気のあるスポーツと言う事で街にはゴルフ好きの女の子が 
あふれています。そんな女の子をコンペに參加させるのはすベて田原クン（あなた）の腕次第/ 

❿ゴルフ•コンペは超•本格的な『リアルタイムゴルフ•18ホール』の強カゲーム•システム登載。 

もちろんアフターコンペも用意されています。コンペで見事な腕前を披鼸したら女の子達だって、き 
っとあなたの虜になるのは間違い無し//はたして、1日に何人の女の子を相手に『遙かなる恋の19 

番ホール』をブレイする事が出来るのか7 

§ゴルフだけでも十二分に楽しめる本格ゴルフ•ゲーム•システム。BGM、シナリオ、ビッグサ 

イズ画面、メッセージ、全てに本邦初の接待ゴルフ•ゲーム。 

定価7,800円 
PC删IV〜5インチ_3.5インチX3枚 

3刖日趙発売 
PC咖1SR〜5インチX7枚近日発売! 
MSX2/2+3.5インチX4枚近日発売! 

X68000 5インチX3枚近日発売！ 

ユニーク7オリジナル 

東京都新宿区离田馬場1-33-14サンフラワービル 
B室パソコンソフト两発室内TEL03(200)册34 

通信販売のお知らせ 
•現金書留の場合一商品名、機種、メディアを明記してフ 
ェアリーテールまでお送りください。 

參郵便振替の場合一郵便局の振替用紙に商品名、機種、 
メディアを明記して、口座番号•東京7-140574フェア1」一 
テールまでお申し込みください。 



早期解決の糸口をキミのパソコンで見つけ出そう/ 

何ちかち自分でエディツトしたw人は 
で、この中東情勢を『大戦略』でプ 

レイするには、まずはその環境を整え 

なければならない。マッフと生産タイ 

プだ。市販のマッフ集に収録されてい 

るイラクマップなどを利用するという 

テもあるが、とりあえず自分でイ可もか 
もエディットしてみるのが、一'番いい 

だろう。 
『大戦略』シリーズの場合、ほとんど 
マップエディタの機能がついている 

(もしくは別売されている)。また、生産 

〇思いきって統ードイツ軍なんていうのも、出して 
みらどろかな7 

タイプの編集も11スーノ、'一大戦略』以 

降のものなら可能だ。これを利用して、 

現在の状況に合わせて変吏すればいい。 

さらに、『大戦略ILや『大戦略III』だ 
ったら、ユニットのデータを作り変え 

たり、まったく新しい兵器を作ること 

ができるエディタセットが発売されて 

いるから、蔚形兌の兵器を導入してみ 
るのもいいかもしれない。例えば、「B 

-52はもう古い/ B-2ステルス爆撃 

機があったっていいんじゃないの？」 

と思、ったら、そのとおりに直せばいい 

のだ0 

★ ★★★★★★★★★貪★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

•辱叨ヲ穿ぐ叨h荀玆 
ではマッフをエディットしてみよう。 

今まで一度もエディットしたことがな 
い人は『〜ひ』か『スーパー〜』あた 

りか'オススメだ。この2つのエディタ 

はけっこう使ぃやすく、初心者でも手 

軽にマップを作ることができる。とく 

に『〜II』には 

地形をランダム 

に配置させると 
いうコマンドが 

あり、これがな 

かなかそれっぽ 

く fliiiがるので 

〇「キャンペーン版 
大戦略II』で、中東 
のマップを描いてみ 
ました。けつころそ 
れっぽいでしよ 

ある。ただ、正5萑にエディットしたい 

のなら、そんな機能は使わず、1へク 
スずつコッコッと打ち込もうね。 

参考資料には、学校で使っている地 

図聞の記事などを参考にしよう。 

おもな都市をチヱックし、大^市なら 

飛行場や工場などをまとめて配置する 
とか、いろいろIT1夫してみるといい0 

マップサイズが64X64へクスだとイ 
スラエルまで入れるにはちょっとッラ 

いかもしれないが、まあ、なんとかな 

る。ここに掲載したマッフ。は編集部で 

エディットしたものだが、64X64でな 
んとかなった。 
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★ 

芬ぐ4切o ©易 
生産タイプの編集とは、生産できる 

兵器ュニットを自分で選び、変更する 

ことをいう。したがって、多国籍軍の 

ようなチャンボンの軍隊にしたい場合、 

この生産タイプの編集ってヤツを行う 

のだ。ここでは、「何もかも自分でエデ 

ィットしたい」という人のために、各 

軍の兵器をまとまてみた。これを参考 

に編集して間違いないだろう。もっと 

詳しくしりたいのであれば、「PAN 

ZERjや「航空ファン」といった専門 

誌^を参考にしよう。 

U.N. 
ARMY 

多国籍軍には無し〗ものが無 
し、。どれを使ってもいいが 
全体のパランスをよく考え 
て選ぼろ。 

圖 
M1/A1、M60A1/A3、M2ブラッドレー、M3ブラッ 
ドレー、LVTP7、M551シェリダン、M109、M11 
0、MLRS、ホーク、M163、パトリオツト、チヤレ 
ンジヤー、ウオーリア、スコーピオン、ストライカ 
一、レイピア、AMX10RC、AMX30、M113A3、 
チーフテン、T-72、牽引砲(105麵、155關)など 

Israel 
ARMY 

クフィルやメルカパなど自 
国開発の兵器が売り。でも、 
あまり強い兵器がないのが、 
残念。 

メルカパ1/11、M60A1/A3、M48A5、センチユリ 
オン、T-54、丁-62、M-2、M_3、M113A1、BRDM 
-2、BTR-50P、M163A1/A2、M110、巳M_21、BM 
-24、LAR-160、MAR-290、M163バルカン、M48 
チヤパレル、ZSU-23-4、ホ=クなど 

曾 
F-14A/D、F-15C/D/E、F_4G、F/A-18A、F_ 

16C/D、F-117、AV-8巳、F-111F、A-6E、A-7 

E、A-10A、E-2C、E-3A、RF_4C、EA_6巳、EF 
-111A、B-52G/H、0130、05、KC-10A、AH 
-IS、AH-64A、I-ーネードF3/GR1、ジユギユア 
GR1、TR-1A、ニム□ッド、VC-10など 

ジョン• F •ケネディ級空®、ミッドウェー級空®、 
パンカーヒル級イージス巡洋艦、ミシシッピー級巡 
洋艦、クレマンソー級空®、コルベール級巡洋艦、 
ブリスバーン級駆逐艦、スピロ級フリゲート艦など 

….11… 

Iraq 
ARMY 

i”物ば•リリ••曾m!•屮y…..i 

世界ナンバー4の軍事力を 
持つが、最新鋭は少ない。 
一音前のユニットが多い。 
質より量。 

圖 
T-62、T-54、T-55s 丁-59、T_72、チーフテン MK3/ 

5、M-60、M-47、PT-76、巳RDM-2、AML-60/ 

90、巳TR-50/60、M113A1、OT-62/64、Ml09、155 

GCT、BM-21、アスト□スII/SS-40/SS-60、牽 
引砲(105_、120111、130mm、152_、155111)、BMP 
-1/2、アル•ファオ、マジ•ヌーンなど 

■ 
F-15A/B/C/D、クフィルC2/C7、F-4E、F-16A/ 
B/C/D、A-4、RF-4F、E_2C、RC-21A/D、EV 
-lEs KC-130H、C-130H、ボーィンク707、AH-1 
G/S、UH-1、CH-53A/D、ヒューズ500MDなど 

ガル級潜水艦、ミサイル艇、補給艦、輸送艦など 

....•••••I..... 

"…|""•…"r"'Ih.iiIi""UimmI1…"iii.i.ir 

Arab 
ARMY 

イラク北西部の国々を参考 
にしたんだけど、東西の兵 
器が集まっていて、イラク 
より強いかも7 

醒 
チーフテン、M60A1/A3、M-47/48A5、センチユリ 
オン、スコーピオン、M113、フエレツト、M109A2、 
M110、M163バルカン、ホーク、ZSU-23-4、M- 
42、3众-8、3厶-13、8厶-14、ム1\/^-13、サラディン、 
T-54、丁-55、T-62、丁_72、BRDM-2、BMP-1、 
巳TR-40/50/60/152、〇丁_64、日M_21、巳M_27、 
巳M-24、ZSU-24、SA-6、SA_9、SA-13など 

国 
Mig-21、Mig-23B/E/F/G/Js Mlg-25、Mig- 

29、ミラージュFI C/E、J-6、J-7、Su-20、Su 
-24、Su-25、Su-7、Tu-16パジャー、11-76、Tu 
-22、An-12、TU-124A、Mig-25R、Mlg-21Hなど 

ヒッチン級フりゲート艦、魚雷艦、支援艦、揚陸艦 
など 

ミラージュFI、F-5A/B/C/E/F、C_130、C- 

212、AH-1S、ヒューズ500D、S_76、八ンター、SA 
-342ガゼル、SA-330、AB-212、Mig-17、Mig- 

21、Mig-23、Mlg-25、Mig-29、Su_7、Su-20、 
An-12、An-24、An-26、M卜24、M卜25、SA-342 

しMi-6、M卜8、M卜14など 

□メオ級潜水艦、ぺトヤII級フUゲート艦、掃海艇、 
高速ミサイル艇など 

〇" I，1"，| |1" I H • I I!' I I! "I II ' I II " I. II '"I.. II I I' I «' • I' I II I •' I •• "I, I…I I! I M I I! I II I r I I' I I' I I' I .. H I H I I' I I 
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市販のマツフテ-夕集でフレイす5 
自分でマップを作るのは目がチカチ 

力してヤダ/という人には、別売のマ 

ップ集をオススメする。システムソフ 
卜がいくつかマップ集を発売している 

が'、そのほかにもABAやソフトベン 

ダー武尊など、他のメーカーからもけ 

っこう売り出されている。今回のよう 
な中東マップも、もちろんある。『大戦 

略III』には、ABAの『大戦略IIIマップ 

データ集赤の逆襲編』に、「アラビア 

ン•ナイト」が、同『世界激闘編』に 
は「第5次中東戦争」というマップが 

収録されているが、もちろん現在の情 
勢とはちょっと違う。もっとピッタリ 

なのはないのかなあ……と探していた 

ら、ありました。同じく ABAから発売 

されている『キャンペーン版大戦略II 

イマップデータ集』には、「中東の 

行方1」、「中東の行方2」というとんで 
もないマップが入っているのだ。とく 

に、「中東の行方2」は、2月15日現在 

の状況にピッタリとも 
言える。イスラエルか 

らスタートするのがち 
ょっといたた'けないが'、 

展開されている部隊は 

圧巻/サウジの国境 

付近はT-72に覆わ札 

対面にはMlとチャレ 
ンジャーか'酉己備されて 

おり、まさに一触即発という場面なの 
だ。『キャンペーン版大戦W各II』を持つ 

ているなら、とりあえずコレがいいだ 

ろう0 

〇「キャンペーン版 
大戦略II』用のマッ 
プデータ集。全15マ 
ップで、価格は3600 
円（画面は「中東の 
行方1」） 

〇「大戦略IIIj用の 
マップデータ集。16 
マップ入っていて、 
価格は3600円（画面 
は「アラビアンナイ 
卜」といろマップ） 

「中東の行方2」をリフレイ^ 
イラクのクウヱートf曼攻から数か月 

が過ぎようとしていた。国連の多国籍 

軍は、サウジアラビアに，駐留し、イラ 

クの出方を侍った。が、レバノン南部 
の軍がイスラエルに度重なる攻撃を仕 

掛け、業を煮やしたイスラエル軍がレ 
ノくノン国境を越え、f曼攻を始める…… 

というシナリオた'。現実とはやや違う 

が、まあ問題はないだろう。プレイヤ 
一は黄色の多国籍軍となる。 

U.N. ARMY 
プレイヤーの国だ(黄色)。初期部隊 

は、空軍51、陸軍53、海軍24部隊0 

バーレーン周辺が首都になっている。 

もちろん、同盟はイスラエル軍(青） 

だ。イラク陥落目標は50ターンとい 

うところかな？ 

Israel ARMY 
イスラエル（青）の初期部隊数はち 

ょっと少なく、空軍6、 

陸軍42、海軍4部隊と 

なっている。首者15はエ 
ルサレム。多国籍軍と 

同盟を結んでいる。イ， 
スラエルでプレイする 

と、イラク陥落に100 

ターンはかかる。 

Iraq ARMY 
初期部隊は空軍13、陸 

軍108、海軍7部隊と、 

P室軍が圧倒的に多いイ 

ラク（赤)。バグダッド 
が首者15だ。クウェート 

には、丁-72と5八_6が 

山ほどいる。 

Arab ARMY 
空軍12、陸軍52、海軍8部隊という 

のが初期のアラブ諸国部隊0アンマ 
ン（ヨルダン）が首都となっている。 

イラクと同盟を結んでいる。プレイ 

ヤーはこっちを先に攻め込むことに 

なるだろう。 



A1を主軸にし、後方からMLRSによ 
るロケット弾攻撃、空からはF-111の 

爆撃、B-1爆撃機による工場への爆撃 

を行う„ピストン輸送でM1A1などの 

地」!ュニットを絶えることなく雄に 

出し、44ターン、バグダッドはついに 

陥落.グ徽生が余りにも多いバトルマ 

ップだった。あ〜、やだやた'。 

Turn 44 
アラブ国同様、長距離の対空ミサイ 

ルをバグダッド周辺に配備し、Su-25 

などの攻撃機でこちらの主力戦車突入 

阻止という作戦にでてきた。これだけ 

マップが広いと補給路がベラボーに長 

く、陸上ユニットか攻撃されるのはツ 

ライが、ここは突撃あるのみ/ Ml 

Turn 1 

サウジークウヱート国境付近に展開 

中の多国籍軍にイラク軍か突入/主 
力戦車はT-72。だが防衛を固めていた 

アメリカのM1A1エブラムス主力戦車 
にダメージはル、なく、攻撃をイ士挂卜けた 

イラク軍はSA-6による対空攻撃以外 

は、戦果を得られなかった。空軍能力 

〇サウジークウエートの国境は、赤と黄色でビッチ 
リ。先攻は赤なので、厳しい戦いだ 

が高ぃ多国籍軍は、被害を受けながら 
も後方のSA-6を集中空爆し、対空能 

力を衰えさせた。ここで一気にAH-64 

を突入させてT-72を各個雜し、Ml 

A1、チャレンジャーが防衛の薄レ、部隊 
を集中攻撃。確実にダメージを与えて 

いく。海上ではイージス、駆逐艦によ 

る対艦ミサイル攻撃を行い、ペルシャ 

湾の制海権を握った。 

Turn 10 

イラクのクウェートf曼攻軍をほほ掃 

討し、クウヱート奪還にこぎつけた。だ 

が、空母から発進したA-6イントルー 

ダ、F/A-18の8部隊は、SA-6の反撃 
をくらい壊滅。地JL軍も砂漠とT-72に 

挟まれ^手痛いダメージを受けてしま 

った。さらに、サウジアラビア41：西音P 

よりアラブがこちらに突入を開始し、 

防衛部隊のM1A1が全滅。1都市を奪 

取され^なお攻撃か減行中である。こ 

れに対®;すべぐF-111戦闘攻撃機を 
支援に向かわせたが'、戦場まではかな 

りの距離があるので、残留部隊への熾 

烈な攻撃か減けられるだろう。イラク 
軍の資金はまったく減らず、B-1によ 

る攻撃まで開始した。 

〇攻撃機をかなり失いながら毛^^ - 
なんとかクウエート奪還に成功し寒嫌/ 

Turn 35 コンピュータか祖当していたイスラ 

エル軍（当然、こっちと同盟を結んで 

いる)が、シルカを前面に出し、約300 

ユニットあったSA-6の壁を切り崩 

すのに成功。こちらもM1A1を空輸し 
てアラブ国内に突入した。ハインドや 

Su-17による攻撃もあったが、イスラ 

OZSU-23シルカを前面に出し、SA-4/6を蹴散ら 
す作戦が功を奏した 

エル軍のシルカ、ホークがこれを撃退0 

戦いは徐々にアラブ国首都まで下がり、 

ついに41ターン、首都陥落に成功/ 

残すはイラク軍のみとなった。しかし、 

SA-4の対空力は『大戦略』シリーズで 

最高のもの。西側のホークに比べると 

射程距離は長いし、攻撃力も大きい。多 
いときは、アラブ国周辺に36部隊も配 

備されていたもんなあ。 

〇部隊を配備しすぎて、首都の守りが薄かったイラク軍。 
しかし' 対空兵器の応酬に攻撃機は山ぼど犠牲になった 

0敵の資金が減らないため、都市や工場を爆撃。 
しかし、これが戦争なのだろろか7 
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■発売元/テイチクレコード 
■発売日/1月21日 
■メディア•価格/ 

CD TECD-28087 - 280晒(税込） 

風雅システムさんのご厚意で、丨月21日に 

発売された「アマランス」のCDを5名の方に 

プレゼントします。希望者はハガキに住所、 

氏名、年齢、そしてこのコーナーに対する要 

望（なるべく具体的にネ/)を明記のうえ、 

下言己まで。締め切りは4月8日（必着)。発表 

は6月号です。 

〒105東京都港区新橋4-10-7 

TIMテクノポUス編集部 
アマランスCDプレゼント係 

_/ゞーフエクト•コレクシヨンYSIII 
■発売元/キンクレ]-ド 昨年、傭評だったパ-フエクト 
■発売日/3月15日 
圜メディア•価格/ 

CD KICA-1021〜1022 • 3800円(税込） 

昨年、大^子評だったパーフエクト•コレク 

ション•シリーズ。「イ_ス」「〜II」に続き、 

いよいよ「ィースm」登場だ。 

内容はVOCAL VERSIONが3曲、 

NEW AGE MUSIC VERSION が3 

曲、スペシャル•アレンジ•ハ 

ジョン4曲の計10曲。そして今回、 

スペシャル〜に何かが起こる/ 

……らしいが、それは買ってから 

のお楽しみまた、スーパーバ 

イザーに、「スタートレーダー」の 

アレンジでおなじみの奧慶一氏を 

迎え、丄D.K.バンドをしっかりサ 

ポートしているなど、何かと話題 

にコト欠かないのだ。今回も初回 

ネ寺典はおなじみ、カラーピクチャ 

—ディスク。毎回、売り切れ店が 

続出しているらしいので、お早め 

に、ということた、 

2月号ブレゼント当選者発表(敬称略）三井光（埼玉県）藤原茂広（鳥取県）菊池直樹（岩手県） 
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#AM^SJwORLD 
読者からの増ページを望む声が多い 
コトに気を良くした担当者。そこで 
今月は、なんと企画モノもあるのだ。 
これからもヨロシク/ 

^ピンクソックスON AIR 
_.ぃゲらっ 圃発売元/ポリスター 

圃発売日/2罔25日 
■メディア•価格/ 

CD PSCX-1021 -2800Fq(^) 

美しいグラフィックと内容の濃さで、ディ 

スク•マガジンの中でも圧倒的な人気を誇る 

『ピンクソックス』シリーズ。現在までに、 

『創刊号』から『〜4』、『スーパー 

ピンク ソックス』 と 5 本の作品が 

発売されている。 

さて、この「ピンクソックスON 

AIR」は、これらを「音_jで表現 

し、これまでとはまた違った魅力 

を満載.したもの。内容は3人のピ 

ンクソックスギャルズ、まなみ• 

さやか•ゆかがハ°ーソナリティを 

つとめる、フアンタスティックで 

ちょっぴり0なDJ形式0 3人の弾 

むおしやべりに、『ピンクソック 

ス』シリーズに収録されいるBGM 

とそれらのアレンジノ〈ージョン、 

ミニドラマ、おたよリコーナーと、 

楽しさテンコ盛りなのだ0 

—^ ■発売元/ビクター 
X ■発売日/2月21日 
™y ■メディア•価格/ 

CD VICL-5053.2500円（税込） 

大ヒット作『ダンジョン.マスター』 

と『続ダンジョン•マスターカオスの 

.の曲の中から厳選した丨丨曲の収 

録に加え、効果音などをミックスしたリミッ 

クス•バージョンを2曲収録0これは各曲と 

も9分というロングバージョンだ。FM 

TOWNS (CD-ROM)をを音源にしているの 

で、クオリティの高さは文句なし。しかも全 

曲U. S. A.レコーディングなのだ/ 

あて先 



からキャラ落とし用のテープへ。その数、100 

本0膨大な量である。そして、撮影後、厳選 

したカットをビデオに使うのだ。残念ながら 

ここでの取材は撮影不許可。機材があふれん 

ばかりで、仕事のジヤマしちやうもんね。 

ありとあらゆるパターンを試す。厳しい表情 

でモニターを見つめるスタッフたち。監督の 

合図が飛ぶ。緊張の中にも、生き生きした雰 

囲気が印象的だった。 

ここでの作業は、約I週間続けられた。 

画面撮り 
日乍年夏、とあるマンシヨンの一室は異様な 

熱気に満ちていた。持ち込まれたパソコン、 

機材、山のように積まれた資料、美少女ソフ 

卜。そう、ここでは「美少女ソフトオリジナ 

ルカタログJの画面撮りをするため、スタッ 

フが必死にゲームをプレイしているのだ。画 

面の様子はすべて、RGB端子というケーブル 

さて、酬撮りが済んだら、今度は編集と 

いう讎こ入る。 

東京は六本木0通りを少し入った閑静な住 

韵野にそのスタジオはあった。「クリエイテイ 

ブ•フォース」。テレビ、ビデオなど、あらゆ 

る映像のクリエイティブな分野を請け負う、 

先銳クリエイター集団である。 

まずは膨大な量のゲーム場面を必要な部分 

だけ残してカットする。丨ゲームあたりの所 

要時間はすべて均一に丨分。その限られた時 

間内で、そのゲ_厶の特長や見せ場が、より 

効果的に映像に生かされるよう、細心の注意 

が払われる。 

次にタイトルやテロップなどを入れる作業 

に入る。そしてさらに、画面に取り込まれた 

文字の色合いを検討する。グラデーションを 

かけたり、縮小•拡大、位置をずらしたりと、 

0モニターを見 
ながら、いろん 

1 なテクニックを 

使って映像のク 

オリテイーの高 

さを追求 

音入れ 
いよいよ音入れだ。モニター画面のロパク 

に合わせ、声優さんが3スJi良の声を演じる。 

その間も、監督、脚本家が微妙なニュアンス 

に敏感に反応し、台本を修正する。最後にBGM 

を収録し、ビデオは完成した//では、この 

ビデオの制作プロデューサー、ポリスタ_の 

大金氏にインタビューしてみよう。 

「このビデオは、各メーカーのプロモーシヨ 

ンと販売促進の相乗効果を生むため、どれも 

慎重に、オリジナルに忠実に表現させていた 

だきました」 

さて、ここでニュース//なんと4月25日 

に「Vol. I」「〜2」の内容が収録されたLDが 

登場//今から楽しみだね/ 

■凳売元/ポUスター 
■発売日/4月25日 

■メディア•価格/ 

LD PSCX-1002 - 6000円(税込) 

OL□ジヤケツトの原画。なかなかステキだね 

〇裏焼さした印 

画紙。これを反 

転させて画面に 

取り込む。ソフ 

卜八ウス名が読 

めるかな7 

〇///キサ—ル—厶 
の裏は機材でビッ 

シリ。最新設備と 
高度な技術の裏付 

があつてこそ 
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1年1月PC9801V〜版発売/2月PC剛SR〜版発売/ 
月MSX2/2+版 “68版発売/各定価6,800円. 
c人気の美少女ゲーム。そのブーム 
)発信地として常に読者に美少女ソフ 
の楽しさをアピ-ルしつづけてきた 

1刊テクノポリス。その大人気コーナ 
•「レモンちっ◊ワールド」でつちか 
たキビしくもあたたかい目が作った、 
;少女ゲームの真髓/ 
•でにテクノポリス本IIで大好評の 
うコンアイズ」を原作に、さらに練 
上げたシナリオがきっとゲーマーの 
をつかんで放しません。 
リアスな場面にはそれにふさわしい 
ジなメッセージ。かろやかなシーン 

には、遊び心がいっぱいのキャラ達のセ 
Uフが、絶対大満足。メッセージデータ 
だけで当然1メガを超えます。 

•美少女ゲームの命ともいえる200枚を 
超えるゲーム画には、トッブグラフイッ 
カーをおしみなく総動員。最高レベル 
の着色技術はテクノポリスならでは。 

籲そしてスーパー•レベルのBGM音楽。 
オープニングからエンデイングまで、設 
定を大事にした音楽づくりが、25曲を 
超える新曲をディスクに押し込んでし 
まいました。流れるリズムを大事にした 
美少女ゲームの新トレンド。 

夢•クリエイトする 

い…h 

索京都新宿区a田馬壩卜33-14サンフラワーヒル 
日1-B室パソコンソフト開発室内 

女アイネスと育った一角狼ジエア。平和な惑星ガールドリア。しかし皇子クリンドがある日突然姿 
肖した。身代金目あての誘拐か7それとも、不穏な計略の前ぶれか7日がたつにつれ、皇子行方 
明はその波紋を広げてゆく。そして他の国々を巻き込む大戦の危機に直面する。一角狼ジエアは 
fネスを守る女衛士フリツカや各国の美女達の助けを借りて、皇子捜索に向かラ。惑星大戦は回 
Cきるのか7運命を開くM渡り星Mとは7そして最後に現れたドラゴンアイズ！ 



總■雜咖請娜繼翊總雄s 

ど一も、斎木はるかです。さて、いよいよ3月になつ 
て暖かくなつてきました。春といえばC.G.の季節(!？)。 
C.G.の腕をみが<には、この時期が一番いいんですよ 
(ホントかよ）。では、今月もがんばりましよ一// 

激緣織縱鐵緣爾徽雜鱗雜漱歲歡鑛續 

おお一、後光があ一 

ゲームなどを参考に勉強するといいか 

もよ。グラフィッカーに限らず、何事 

もすベてマネすることから始まるの 

た'.グ私もそうやって勉弓虽しました。こ 

れが一番の上達法だと思います0大島 

クンも才能はあるんだから、もっと力ゞ 

んばるのだ/ 

北海道•大島一Sクン 
(PC-98/Zs STAFF Kid 98) 

さて/それでは 

今月も始めましょう 

か。トップ'ノく、、/ター 

は北海道の大島クン 

の作品。これは「宇 

宙皇子」ですね0いま、「天上編」のビ 

デオがシリーズで発売されているから、 

いのまたむつみ先生のファンは、要チ 

エックですよ。 

で、この作品ですが、開口一番、背 

景がさみしすぎるぞお//キャラクタ 

か前面に出ているからそうしたのかも 

しれないけど、それにしても手抜きに 

見えてしまうな。まあ、「宇宙皇子」に 

かなりの思レ、入れがあるみたいなので、 

キャラは標準以上の 

レベルに仕上がって 

いますね。しかし、 

もしキミか並のグラフィッカーではな 

く、腕の良いダラフィッカーと呼ばれ 

たいのなら、まず背景のネ苗き方を自分 

なりに見つけだしてほしいな。キャラ 

クタはこんなにしっかり描けるんだか 

ら、背景もこのくらいガツーンとかん 

ばってほしい。市販のァドべンチャー 

© 
藤 
川 
桂 
介 

角 
川 
書 
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©S©"發發承?叨 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111III111111111111!^ 

•募集の内容 

才Uジナルの原画、まだは各種の 

出版物などを原画としてオリジナ 

ルのC.G.に仕上げだもの(才1Jジ 
ナルの原画でない場合は、必す原 

画作者•作品名•出版物の名前• 

号数•ベージなど出所を明記して 

<ださい） 

•使用ハード 

FM-7/77/AV/TOWNS シ 

1」ース、MSX/2/2+/turb 

OR、PC-8801/VAシリーズ、 

PC-9801シ U—ズ、XI /turbo 

シ|J—ズ、X68000シU—ズ 

•使用ソフト 

各種グラフィック_ツール、およ 

募集要項 

び各機種添付の標準BASICほか 

の言語 

•投稿方法 

封筒に、折れないよろに包装しだ 

データ•ディスクと、①使用ハー 

ド名、②使用ソフト名、③スキヤ 

ナを使用しだ場合はそのスキヤナ 

名、④才Uジナルの原画であるか 

どうか、⑮才Uジナルの原画でな 

い場合は作品名•作者名•原画の 
出所(出版物の名称•号数•ページ 

等)、◎その他特記事項、⑦住所• 

氏名•年齡•職業(学年）•電話番 

号、を書いだ紙を入れて投稿して 

<ださい。 

1111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111IIIIIH^ 

•宛先 

〒105東京都港区新橋4-10-7 

TIMテクノポUス編集部 
「めざせ/グラフィツカー」係 

籲締め切り 

ffi月8日 

•発表 

締め切りの翌月発売のテクノボ|J 

ス誌上(採用の方には規定の謝礼 

をお送りいだします） 

_問い合わせ先 
このコンテストについての問い合 

わせは、テクノポリス本誌の目次 

にある方法•時間で、テクノポ1J 

ス編集部まで 
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メカじや 
メカじや 

新潟県.瓶子真樹クン 
(PC-98/Z，s STAFF Kid 98) 

さて、次なる作品は、新潟県の瓶子 

クンかネ苗いてくれた「ガンダムF90」で 

す0バンダイかプラモデルやマンカ、雑 

誌「サイパ'ーコミック」で展開してい 

るオリジナルストーリーの主役メカで 

すね。何を隠そう、私は往年のガンダ 

ムフアンなんですよ。今度、劇場で「機 

動戦士ガンダムF91」が公開されます 

が、実はビデオ付きの前売り券を買っ 

てしまいました（笑)。 

さて、翁炎はこのくらいにして、C. 

G•の評価にいきましょうか。うん、な 

かなかいいんじゃないですか？ 一枚 

のセル画をうまく C.G.で再現した/ 

って感じですね。でも、私の中には、 

セル画とC.G.は別物という考え方が 

あるので、何か物足りない気がします。 

せっかくここまでやったんだから、も 

っと冒険して、セル画にはない細かい 

デイテールを描くとか、ウェザリング 

(?)を入れてみるとかして、やってみ 

ると面白いと思います。 

なんてゴタゴタ言いましたか、、その 

くらし、の意気込みがほしいということ 

です。C.G•でも、これで良いという基 

準はないのですから。人それぞれのイ 

メージっていうのがあるわけだし、セ 

ンスなんていうのはすごく抽象的なモ 

ノですからね。ポリシーをなくして万 

人に受ける絵を描けとはいわないけど、 

プロになったらそういうことがよくあ 

ります。そんなとき、私はフ° 口の意地 

を見せつけてやるように努力します。 

みなさんもがんばってくださいね。 

では、最後の作品にいってみましょ 

うか。これはまたまた北海道から、矢 

野クンが送ってくれた「ドリームハン 

ター麗夢」です。まず、イキナリで悪 

いけど、全体的にさみしくない？も 

うちょっと遊んでもいいんじゃないの 

かなあ。とくに、背景にはもっと気を使 

ってほしいです。色はあんまり使って 

いないし、ライン丨霞Eも半端だし……〇 

もう少し考えて描いてほしいと思う次 

第です。 

なんて、こんな言い方すると、いい 

ところがないように思うでしょ？ で 

も、このC.G.、とにかく明るいのよ。 

全体的にさみしいのに、I封丙は明るい。 

なぜか？ 

それは、キャラが生きているからで 

す。きっと矢野クンは「麗夢」への思 

い入れか相当なもんなんでしょうね。 

実は、この「作品への感情移入」とい 

これも 
趣味ですね 

北海道•矢野徹クン 
(PC-98/Zs STAFF Kid 98) 

うことが、結構大事なことだったりす 

るんですよ。どれだけその作品に情熱 

を燃やせるか？ということが、作品を 

すばらしくする要素のひとつなのです。 

プロとアマの差はココだ/と言い切っ 

てしまってもいいかもしれません。プ 

口はどんなC.G.にも感情移入できる 

から、あんなにキレイなC.G.かす苗ける 

わけ。なんせ、プロのグラフィッカー 

は一日に何枚もC.G.を描かなければ 

ならないんだからね。このことを頭に 

入れておいて、いろんなC.G.にJ兆戦し 

てください。 

以上、斎木はるかでした// 

©S-OKADA - meldac - POLARIS 
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WAWAWAWAWAWAV■■■■画 

第6回C.G.ぬり絵基>テスト 
_襲靈矚 

間 
1990年12月已日〜1991年4月日日 

(当日消印有効） 

•赏品 
☆グランプリ1点4万円分のパ 
ソコン•ソフトまたは八ード 

☆各月の入賞12点2万円分のパ 
ソコン•ソフトまたは八ード 

•C.G.の条件 
☆背景については、無地、背景画 

に描き込みなど、自由 

☆キャラクタについては、次べ一 

ジのキャラクタを參考に自分で原 

画を起こしても構いませんし、今 

までの課題作品などをそのまま使 

つても構いません 
☆二人のうち、どちらを使用して 

.もよい。もちろん、二人を_緒に 

使ってもよい 

☆キャラクタ設定のイメージを損 

なわない程度のアレンジ可 

☆審査委員•中沢数宣（「ザースj 

原画作者)/MASK Project 

(『LALF』開発チーム)/テクノ 

ポリスC.G.班 

•使用ハード 
FM-7/77/AV、TOWNS シリー 

ズ、 MSX2/2+/tu「boR、PC- 

8801/VAシリーズ、PC-9801シ 

リーズ、XI/turboシリーズ、 

X68000シリーズ 

•使用ソフト 
各種グラフィック•ツール、およ 

び各種機種添付の標準巳ASIC 

ほかの言語 

•投稿方法 
封筒に、折れないよろに包装した 

データ•ディスク（氏名、使用機 

種、使用グラフィック•ツールを 

明記したディスクシールを必ず張 
つておくこと）と①使用八ード名、 

②使用ソフト名、@スキヤナその 

1111111川1111111111111川 1111111川 1111 川川 I川 IIHII川川 IIIIH川川II 仙 

キヤナj etc.)とその型番名 

(「HS7R」etc.)、④その他特記 

事項(特殊な起動方法などがある 

場合)、⑮住所•氏名•年齢•職業 

(学年）•鼋話番号、を記入した紙 

を同封して、次のあて先に郵送す 

ること 

•あて先 
〒105東京都港区新橋4-10-7 

TIMテクノポリス編集部 

「C.G.コンテスト6」係 

•締め切り 
1991年4月日日 

(当日消印有効） 

•発表 

各月の入賞 

テクノポリス1991年4月号、5月 

号、B月号 

グランプリ 

テクノポリス1991年6月号 

•問い合わせ 

このコンテストについての問い合 

わせは、テクノポリス本誌の目次 

にある方法•時間で、テクノボリ 

•審査委員 
☆審査委員長•いのまたむつみ 

他のグラフィック用八ードを使用 ス編集部まで 

した場合はその種類（「イメージス 

さて、第6回のC.G.コンテストの募 

集期間も、残すところあと1か月/ 

ちょうど春休みになるから、この期間 

を利用してバシバシ描いてください。 

最終締め切りの1か月間は、その作品 

数も第1期から第3期までに送られて 

きた総数ぐらいあるから、力、なりの激 

戦が予想されますが……。 

そんなわけで、今回は作品全体の傾 

向を分析（？）してみたいと思います。 

やっぱり相変わらず多いのがMSX2。 

はっきり言って、全体の3割近くを占 

めています。MSX2ユーザーはクリエ 
イティブなユーザーが多いのかな？ 

それに反比例するかのように減ってい 

るのが88です。とくに今回の第2期は 

5作品しかありませんでした。同人ソ 

フトを作るのもいいけど、たまにはこ 

っちに応募してくださいね。 

それでは、また来月/ 

ひと廳7'震 (山□県•佐藤誠クン/ 
PC-88/LAしF)全体 
的に仕上げ方はすご< 
上手です。ほとんどプ 
□ですね。1ドットす 
つ細か<修正されてお 
り、かなり描き慣れて 
いるみたいですね。た 
だ、構図にちよつと問 
題があるよろです。手 
前と奥の絵がゴツチヤ 
になつています。 

(栃木県•伊沢銳晃クン/ 
MSX2/巳ASIC)個性的な 
C.G.ですね。色使いもなかな 
かです。ただ、MSX2なら、 
もろ少しキレイに仕上げられ 
るのでは7途中であきらめ 
ないで、自分が納得するまで 
何度でも描き直しましよ〇。 
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小沢達郎清森県) 
WAVY I0FD(MSX2+)/グラフサウルス 

早瀬駿(埼玉県） 
PC-9801RX/エスキースほか 

岩泉敬士 (千葉県) 
PC-8801FE/LALF 

第2期総評 
いのまたむつみ先生のオリジナルキ 

ャラを題材にしたものであれば、どん 

なC.G.でも0K/というのが、今回の 

課題ですが、なかなか個性的なC.G.が 

多いようです。この第2期というのは 

毎回少ないシーズンなのですが、作品 

のレベルはかなり高く、かなり楽しみ 

ながらMさせていただきました。 

さて、今回は98、88、MSX2から1 

つずつとなりました。まずは98の早瀬 

さん。もうすっかり常連ですね。そう 

とう気合いを入れてネSいてくれたよう 

です。この調子で「めざせ/グラフイツ 

カー」のほうもよろしくお願いします。 

なんか勇気が出てきそうな（？）小沢 

さんの作品は、MSX2で描いてくれま 

した。これからもがんばってください0 

そして、SDキャラの作品は岩泉さん 

によるものです。たまにはこ一ゆ一の 

もいいですね0 

というわけで、今月はおしまい。今 

からでもこの第6回C.G.コンテスト 

に間に合いますので、どんどん送って 

きてきた'さい。ひとり100{乍（/)ぐら 

い送っていただいても構いませんよ。 
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袋驗p 
でぶっスふチリねり 

°不老不死の褰なが 

OFarクン 
Lv.7(神奈川県.AOSB)。背景の線とか 
がチヨコレートのお菓子みだいでおいしそ 
うりえつ、お腹すいてるワケじや…… 

。』1\/11\/1丫 サ y 

ミS?ぬ，):ゎぁ。 
、，も‘ きし、がと 

ついにカラーイラストがスタート//今回はまだ枚数があまりなかったので、 
送つてくれだ人は、ほぼ載つだでしよ9やつぱ、善は急げネ^?(ひろみ） 

/フ12’ 〒 
のはハ5 
女ご神子 
の存奈龍 
コ知川 

°ヽI目'j 

表趙•ン 
情雲No. 
が子A 
ィ龍〇 
イサF 
ねン巳 



OAliceクン 
m (千葉県’NaAIDS)。カラーイラスト 
のコーナーにあえて茶色一色というのが 
大胆ね。セピア調の写真みだいでいいな 

〇護国郷クン 
Lv.2 (千葉県•Mo.AIBD)。おお、これは 
キワドイ衣装だな一。それに、なんと言つ 
てもイや1」ンヴのセンスが渋いつ！！ 

〇れいる：HK-7クン 
Lv.2 (千葉県•No.AICC)。『〜2』を待ち 
望む声、多いんだよね一。ひろみからもお 
願いします、コナミさ〜ん丨丨 

〇毘沙門天クン 
⑩（兵庫県• No.AIDA)。お、シックな絵だ 
ね。こちらは「びしゃもんてん」つて読む 
んだそ一です。絵ともども、渋いね 

OUKKYクン 
⑩(埼玉県AQAiDg)。え〜、上手じゃない/ 

ペンネームは「ウツキー」つて読むのかな9 
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OTHE GOLDEN AGEクン 
初（山□県AqAIDD)。勇者がついに目的 
地に到着しだ、つて場面なのかな。さて、 
この後の展開はど一なるのかしらん9 

OGARクン 
©(奈良県AqAIDF)。テクボI」のシンボル• 

カラーの緑（確かそ一だつだよなあ9)を基 
調に描いて<れました。これからヨ□シク 

0和泉遥クン 
LV.5 (東京都• NO.A056)。大きな帽子があつだかそう。背景のレンガもイイねa 

_掲載おめでと5 

会員No. お名前 住所 
A1D8 Aliceクン 千葉県 
A1D9 UKKYクン 埼玉県 
AIDA 毘沙門天クン 兵庫県 
AID巳 きかわまゆみサン 北海道 
A1DC フレンド21クン 神奈順 
A1DD THE GOLDEN AGEクン 山□県 
AIDE PARAしyZEクン 東京都 
A1DF GARクン ポゴ県 

Q娜卿 ヂ ‘X "'-vria ruv 
: 'l、uu…ノ 十ぃぃ.,', 

•、 • ("，..が,","〆:、〉ご.ノ 

OEAクン 
LV.4 (東京都.吣<1〇0-)。彼ヽ「ェァ」って読む 

んだつて。みんな知つてだ? 

OEPRI クン 
Lv.20(千葉県.NO.AOOC)。ど、ど—しだの!? 

真面目なイラストじやない(ゴメン) 



瞧说眶讎漏游纖腿■ 

は任天堂の商標です 

3/li^ 
m 

大 作 日ソ交流新時代へ向けて、 東京 モスク 

パイプラインでつなごラとい5、 
プロジエクトが動去だした。アク 

パズルで交流を深めるのだ/ 

Si 
si- 

©1991 TOKUMASHOTEN INTERMEDIA INC./COMPILE INC. 
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ぽ叨C=D■汐發茨功穸 

好評発売中 
MWi PC-9801シリーズ(VM以降) 

PC-286/386シリーズ 
1M1IM15"2HD(2枚組)ジョイカ-ド、FM音源対応 

通信販売の案内 企画開発/カビ八フ軟件隊 
お近くのお店でお求めになれなぃときは、商品名、機種名、氏名、住所、 製造販売/ソフトウェア八ウスばせり 
電話番号を明記の上、右記住所のソフトウェアハウスばせりまで、現金 rV V-) お問い合ねせ/エープロスタッフ 
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〇これが全シナリオの全体マップ。目的の銀河 
中核部までが、4つのシナリオに分かれている 

〇ユニットに移動指令を出したところ。点線で 
囲まれた部分が移動可能範囲を示している 

バサーカーズ フ□ント 

BERSERKERS FRONT.thei 
By*スタジオK 2 

PC-8801mknSR シリーズ 5D 
PC-9801 VM 以降 3.5-5HD 
※ジョイスティックも対廊 
※要アナ□ク■ディスプレイ 
«PC-98シリーズは、要16色ボード 

これか 
画面構成だ/ 

•マップ 
現在のシナリオの全体 
マップが表示される。2 

I 
銀河の中核部芒 
目指苡の/2つ。/。/ 

旧世代の恒星間帝国時代、兵 

器として放たれた自己増殖型才 

ートマトンは世代交代ののち、 
v s'サーカ—〃と称される全宇宙 

の生命体の絶滅を存在目的とす 

る一大勢力と化した。対する生命体サ 

イドは、超巨大戦闘母艦ギガントを銀 

シューテイング、RPGと、いろ 
んなゲームで話題を呼んでいた 
このシリーズ。今度は、市販顔負 
けのSLGで登場/生産•移 
動•戦闘のコマンドをうまく選 
択し、敵を破壊するのだ。そんな 
ワケで、ドーンと紹介するそ。 

•♦メインスク1Jーン 
河系の中核部で自爆させ、銀河系星雲 

ごとバサーカーを消去するという結論 

に達した……。 

•サフスクリーン 
カーソルの下に艦がある場 
合はグラフィックを表示。 

メッセージ 
ウィンドウ 

カーソルの下に艦がある場 
合は、その状態を表示（こ 
のときスペースを押すとコ 
マンドメニューに)。ない場 
合は、両軍の戦況を表示。 

各ユニツト（搭載艦も含む）の移 
動位置を指示する部分。■'ヽ- 

内容は全4シ 

ナリオから構成 

されるキャンぺ 

ーン方式のシミ 

ユレーンヨノ〇 

操作I生も極めて 

よく、ジョイス 

ティック刘•応と 

いう優れもの0 

ほかにも、戦闘 

シーンのアニメーションや、緊張惑の© 

あるBGMなど、SLG*いな人でもハ? 

マること請け合いだよ。 

疆■驪懲齡 
巧能匕，ず次の約束を守っ 

❶申し込んで3か月はジッと待つこと 
同人サークルの人たちは、勉強やお仕事の忙しい合い間をぬってソ 
フトを発送しています。それに申し込みもだいへん多いので、待ち 
遠しいとは思いますが3か月は待ってあげていて<巵さいね/ 

©郵便\為替は無記名にすること 
郵便小為替にへ夕に記名しだり、有効期間が切れていたりすると、 
無効になつたり、手続きに手間がかかつだりします。守りましよろ。 

©住所•氏名•希望ソフト•使用機種などの必要事項は 
正し<書くこと 

せっかく申し込んでも住所が違っていだり読みに<かったりすると、 
あなだの手元にソフトは届きませんよ/また、希望ソフト名や機 
種名がわからないとソフトの発送が遅れる原因になってしまいます。 
と<に、ソフトが複数の機種作られているモノは気をつけてね。 

❹同人サークルへの問い合わせは、往復葉書などの郵便 
を利用すること 

同人ソフトの申し込みは、ほとんどが自宅になっています。迷惑に 
ならぬように必す問い合わせは郵便で。また、問い合わせ相手に負 
担がかからないよろに返信先を記入し芝往復葉書を使ろよラにしま 
しよ〇。 

ニックU/超本格シミュレーション 
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生命体サイド• 
ラストバタUアン艦隊 

籲ガス巨星サイズ超巨大戦闘©艦 

II 

•10キ□級巨大宇宙戦闘艦(搭載艦) 

丨モ 

バサーカーサイド 
銀河撃滅艦隊 

•ガス巨星サイズ超巨大戦闘®艦 

>バサーカー巨大宇宙戦闘艦 
nシバ 

戦闘®艦の大きさがガス巨星サイズや惑星サイズ 
(/)と、なんともスケールのデカいこのゲーム。 
宇宙戦艦ですら10km級といろ巨大さだ。しかも、 
生命体サイドのほうの惑星サイズ護衛戦闘®艦に 
は、ガニメデ•イオ•ユウ□パ•タイタン……と 
いっだ具合に、おのおの名前がつけられているの 
だ/作ったサークルの人たちの思い入れが感じ 
られますなあ。 

A 

そしてGAME0VER… 
©艦ギガントが破壊されると、あわれゲ 
ームオー八‘一に。あ<までち目的は、無 
事に銀河の中核を目指すことなのだ。 

〇生命体サイドの頼みの綱、ギガントも宇 
宙のチリにI?作戦は失敗に終わったのだ 

通販の申し込み方法 
〒731-51広島県広島市佐伯区安芸五日 
市郵便局私書箱15号スタジオK 2まで、 

1700円分の郵便小為替（無記名）と、郵 

便番号.住所•氏名•ほしいソフト名 
(必ず）•機種名（必ず）•媒体（必ず） 
を明記したものを同封のうえ送ってくだ 
さい。 

こ〜んな戦iもあるぞ 
〇パサーカーサイドとぶつかってしまった 
(ここまで露骨な衝突はそうそうないが)。 
特に母艦クラスはシナリオクリアしても復 
活しない。こまめにセーブしよう 

敵艦隊の全滅か、ギガント 
をワープさせるかのE通り。各シナリオご 
とにワープゾーンの位置や敵の数がまちま 
ちなので、どちらが得かよ〜く考えよう 

〇攻略のコツとしては、フイールド（？） 
上にいくつも点在する障害物を有効に活用 
すること。こんな小さな惑星ひとつでも使 
い方によっては、絶大な防御壁としての効 
果を発揮する 

〇ギガントを自軍の母艦、戦艦でびっしり 
とガードしつつ、ワープゾーンのそばまで 
たどり着いた。戦艦や駆逐艦をかなり失っ 
たが、ギガントさえワープゾーンに入れば、 
自動的にシナリオクリアで吉る 

，沿 

% 

戦聞シ|Aはアニメ|ショAWツ 戦闘シ—ンでは、それぞれのユニットごとに違つ 
だアニメーションが見られる。やるじやない/ 
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次 >7に現れ、襲いかかる刺客たち。がんばれ/ 
八島久。概念出版でおなじみの女のコたち 
ち、いたぶられ役で活躍（7)するぞ。 

ちよつとりなSFアドベンチヤー 

宇宙先生ガイネオンVoLl 
〜リメイク版 ~ BIT•概念出版 

[PC-8801 mkiiSRシリーズ l:5D I 
♦ PC-88VAシリーズ未確認 I八島久d7。/ 
変身せcT。/。/ 

教育制度の荒廃に対するべく厳選さ 

れた宇宙先生と、学校内でウソ偽りを 

広めるでたらめ帝国アブーの戦い……〇 

というと、モノモノしい内容に思える 

けど、実際はとってもコミカルなコマ 

ンド選択のAVG。プレイヤーは宇宙 

先生ガイネオンこと八島久となり、ア 

〇これがゲーム画面。ナゼかナレーターが八島 
のウサばらしの的に……。合掌〜 

ブーの野望を打ち砕くのだ。登場人物 

のおしゃべりも笑えるし、難しくない 

ので、手軽に楽しみたい人におすすめ。 

通販の申し込み方法 
亍350-02埼玉県坂戸市伊亘ノ山町22-3 

コーポラス関谷17号室福井様方概念 

出版まで、1100円分の郵便小為替（無記 
名）と、ほしいソフト名（必ず）•機種名 
を書いた紙、郵便番号•住所•氏名を明 
記したあて名シールを同封のうえ送って 

ください。 

〇とある扉のロックナンパーのヒントがこれ。 
しまったぁ、もっと勉強しとけばよかった〜 

zn« 

»イネオ：^ 
八島久は、自らの意志により無敵の教 
師、宇宙先生ガイネオンへと変身するこ 
とができるのだ。力〜ツコイ〜， 

‘▲ a 

2サークル協同開発ゲームだぞっとガ 

凄六くん(すごろうくん) 
〜3太くんir By籲闘沙仏ソフトウェア&K.D.D. 

ヂツ 

〇ピッタリと後ろ 
に食いついている 
凄六くん。白熱の 
デツドヒートだあ 

rPC-9801VM以降 | 3.5,5HD| 

※要アナログディスプレイ 
※要16色ボード、要RAM640K 

ロクバトルの火ぶたは切って落とされ 

た。ゲームルールは簡単、さまざまな 

先にゴールする。そして、その後に出 

されるクイズに3問miJE解すれば次 

の面へ行けるのだ。もち、面クリアの 
※要MS-DOS イベントをクリアして凄六くんよりも 日免にはナイスな美少ヽ女が待っているぞ。 

ゴHUの先(5 
美少女广: 

スゴロクプロ（？）の凄六くんとス 

ゴロクで勝負だ/つてなわけで、美少 鼸I睡 
女C.VJ.をかし〇サイコロをスぺ—スキ—で止め 

て、熱きスゴて前進。先に3周すればよし./ 

先にゴールしても• 

〇サークルのマスコット珍牛OX。この牛 
が出す問題に3問以上正解しないとタメ 
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めeio 
^g$てに力 
f g丧いな1 
ワ§ € くるド 

美少女クラフィックが◎のトランプゲ1■ 

脳天直撃/II 
By籲IRON GEAR a TRILOGY STUDIO 

PC-9801VM 以降 3.5-5HD 
X68000シリーズ 5HD 
MSX2 3.5DD 

のo 
コ女 
もの 

通販の申し込み方法 
X6B000版は、〒569大阪府高槻市出丸 
町3-2B前田様方IRON GEARまで、 画 
PC-98版-MSX2版は、亍572大阪府寝 | 

屋川市香里北之町7-10東京ハウス26号 狸 

澤井様方TRILOGY STUDIOまで、 
それぞれ1500円分の郵便小為替(無記名） 
と、郵便番号•住所•氏名.ほしいソフ 
卜名（必ず）•機種名（必ず）•媒体（必 
ず）を明記したものを同封のうえ送って 

※要アナ□クディスプレイ 
*PC-98シリーズは、要16色ボード、要RAM640K、 
要 MS-DOS 

* PC-98シリーズは、FM音源対廠 
※MSX2シリーズは、MSX-MUSIC対晒 

■ポーカーつエイス^5 

脱ぎ脱ぎ〇 
ポーカーとブラックジャックの2種 

類が楽しめちゃうのがこの『脳天直 

撃/II』なのだ。なぜこのようなネー 

ミングが付いたのかはわからないが、 

登場する女のコのグラフイックが超力 

ワイイのは確か/音楽もグーよん。 

ください 

口 2 

ね番 

シヨータイム ff 
勝負に勝てば、お望みどおり美少女の脱衣グラ 
フィックが拝めるぞお〜つ// 

sill 愈翻 

童3麗龜愚®& 

内ゲ 
臓12 
面ゲ 

12 

3あ、 
2お 

ケ2 

面夕 

®へ 

面クリしだ後に見られるグラフィック 
のほか、止まりどころがよければ見ら 
れるグラフィックもあるでよ〇 

販の申し込み方法 
〒569大阪府高槻市真上町6-34-彳西 

野様方翮沙仏ソフトウヱアまで、1200 

円分の郵便小為替（無記名）と、ほしい 
ソフト名（必ず）•機種名（必ず）•媒体 

(必ず）を書いた紙、郵便番号•住所•氏 
名を明記したあて名シールを同封のうえ 
送ってください。 

ビュ_苓7‘稼G.Ga# 

〇面クリアのごぼうびは、こんな9C.G.だ 〇各面に1か所、隠しC.G.があるぞウり 
ノ 
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「MSX2丨3.5DD1 

※ジョイスティック対麻 

推理力か 
を〇ウの/2 

美少女マスターマインドでC.G•を見よろ/ 
スウイーテイ フラス 

SWEETEY Plus Ver2.1 
BY^Interoreter softwere 

〒114東京都北区田端新町1-6-5 

エステート埴原305岸上様方Inter 

preter softwereまで、500円分の郵便小 

為替（無記名）と、ほしいソフト名（必 
ず）•機種名を書いた紙、郵便番号•住所• 

氏名を明記したあて名シールを同封のう 
え送ってください。 

〇下の列から、女のコを選んでゆく。ヒントは 
右にでるけど、なかなか当たらないんだよね 

このゲームは、早い話か、「マスター 方を制限回数内に当てるというルール。 

マップはGOLFやPYRAMID (全部名前付き）など、ユニークなものばかり/ 

▼ GALAXY AEXAMPlE 1 T PYRAMID 

7インド」を女のコ版にアレンジした 

もの。つまり、女のコの頁と位置か、 

ピッタリ同じなら〇、位置が違うだけ 

iら△、全然無関係のコならxという 

ヒントを頼りに、女のコの種類と並び 

もちろん、先に進むほど条件は厳しく 

なっていく。しかし、面クリアのたび 

にC.G.が見られるからやめられない 

のだ/推理力とカンが要求される、 

ちょっと中辛のゲームね。 

ストツクス 

STOX&st^, 
^BY^PINEAPPLE SOFTWARE 

| X68000シU—ズ~[ 5HDl 

※要ジョイスティック 

I ■&れ（ >(1やれ（バ1 
ゴーjU芒目指tr/ 

マウスでボールを操作し、トラップ 

をよけながらゴールを目指すという玉 

転がしゲーム。ボールにはItl生が働い 

ているので、見た目ほど楽じゃない。 

まさに、単純でとっつきやすく、結構 

はまっちゃうってヤツなのだ。また、 

趣向を凝らしたマップも、楽しめる要 

素のひとつ。それでも物足りない人に 

は、別売マップデータもあるよ。 

〇黄色と黒のストライプの部分は壁のない要注意地 
点。なお、巳GMのほかにサンプリングの声も聞ける 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦寿 

美E , 

通販の申し込み方法 

通販の申し込み方法 ボールをころがすアクションゲーム 

nilクなマップ大紹介/ 
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mum 

ともも軍人将棋 
BY^D.S.S. 

「PC-9801VM21以降 f3.5-5HD] 
※要アナ□ヴディスフレイ 
※要 MS-DOS(Ve「.3.1以上） 

■目指苡©相手の旗 
I為否の汸<19 
軍人将棋って知ってる？そう、大 

将や歩兵など、さまざまなコマを動か 

して相手のコマと戦いながら、相手の 

指令部を占領すると勝ち、という将棋 

に似たルールのテーブルゲームなんだ。 

でも、これってプレイする側が2人と 

審判が1人いなけりや、基本的には遊 

ベないんだよね。そこで、その軍人将 

棋に、コマの動かし方をちょっと変え 

〒233神奈川県横浜市港南区東永谷1- 

29-3-227田中様方 D.S.S.まで、1200 

円分の郵便小為替（無記名）と、郵便番 

号•住所•氏名•ほしいソフト名（必ず卜 
機種名•媒体（必ず）を明記したものを 
同封のうえ送ってください。 

お相手は全部で4人り 
最初に対戦相手4人の中から1人選ぶ。それぞ 
れ強さが違ろから、慎重に選んでね。一番左の 
コがどちらかといろと組みやすいかな7 

〇強さはコマの多さで違ってくるのだ 

〇コマはナナメ以外は1マスずつ動ける（飛行 
機は上下だけで、地雷は動けない） 

るなどオリジナリティをプラスし、し 

かも1人（コンピュータと対戦）で遊 

ベるようにしたのが、このソフト/ 

対戦相手は全部で4人。それもみんな 

女のコ。もちろん、勝てば〇なので、 

ラッキーこのうえなし。 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ピッタIJ正解し、面クIJアする 
と見られるグラフィックがコレ。 
とつてもラブリー0 

« iv 

通販の申し込み方法 コマを操り敵地へドン°p 

〇面が進むと、下の列の女の 
nも増えて<る。ひえ〜、厶 

ズカシ〜 
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どきどき小学生：濫 
By•非津死会 

ぐんばんまか 

I PC-9801VM以降[5HD] 

※要 RAM640K 
※要 MS-D0S(Ve「.3.1Wt) 

※FM音源対)！©、7ウス対廊 ■男心芒くすぐ否(9) 
づDつィッ勹 

主人公のゆかちゃんは、女子小学校 

へ転校してきたばかりのピチピチの小 

学3年生。そんなゆかちゃんのドキド 

キハラハラな1日を描いた、元気いっ 

ぱいのAVGだ。ゲームはコマンド選 

択式で、けっこう長く遊べる。背景まで 

行き届いたグラフィックと、女のコの 

〒572大阪府寝屋川市平池町27-21長 
楽荘8号室福田様方ひつじ係まで、 

郵便番号*住所•氏名を明記して62円切 
手をはった返信用封筒と、ほしいソフト 

名（必ず）•機種名を書いた手紙を同封の 
うえ送ってください。折り返し通販申し 
込み用紙を発送いたします。 

〇ゲームはセーブ機能付きで、音楽も数曲入つ 
ている。なお、ゲ_厶才ーバ_はないぞ 

カワユサは拍手ものだぞ。そして、なん 

といっても禁断（？）の小学校を舞台 

にしたところか漸寺斤でいいね。しかも、 

お色気（？）シーンもチョッピあったり 

して、幼女の魅力大バクハツって感じ。 

鱗瓣綱雜 
〇画面の右上には、リアクションに対するゆか 
ちゃんの表情や、アイテムが表示されたりする 

いろんな人との出会い… 

い.| 卜 

〇あらあらり最近の小学生ときたら- 

ってなシーンも用意されているよん 〇 

早<学校になじむため、ゆかちやんは放課後校内を歩き回 
ることにしだ。そうしているうちに、変なウワサを聞いだ 
り、用を頼まれたり大忙し/ 

〇病弱なたまえちやん。心配•• 〇理科の先生。謎の実験をしている77 〇料理に精だす家庭科部のほなみちやん 

IR 丨画I f^PlI 〇ここでパスケ部の 
〇図書係の女のコは知的でキヤワイイ〇 〇ケガをした美術部のゆみちゃんと保健の先生だゆ吉ちゃんと出会ラ 

m 1 10a 

通販の申し込み方法 ちつちやな女のコの学園ものAVGa 

ひそかにこんなシーンも!? 
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女のコとジヤンケンで勝負// 
スペシャル 

じゃんけんぼんSPECIAL 
By*C-M-S企画 

「PC-9801 VM 以降 T 3.5.5HD1 

※要アナログディスブレイ 
※要16色ボード、要RAM640K 

■気合（〕を入れじ 
スペースキーを押せ 

女のコにジャンケンで勝ってパネル 

をめくっていき、全パネルをめくれば 

美少女ダラフィックか現れるという、 

なんとも単糸屯明1•夬なゲームた'。とはいっ 

ても、パワーという要素があるから、 

なかなかムズイ（負けると減っていく 

〇右上はプレイヤーの手。スペースキーを押す 
タイミングが勝敗を決めるのだ/ 

のね〜)。収録されているグラフィック 

は全7点。どのグラフィックも輝かし 

い女のコばかりなので、運を天に任せ、 

か、んばってジャンケンボンQ じゃんけん•ぼん//でパネルをめくつちゃえ// 

通販の申し込み方法 
〒2彳5神奈川県川崎市麻生区東百合ヶ 
丘3-11-5セントヒルズ百合ヶ丘103号 
澤村様方OM_S企画まで、800円分の 

郵便小為替（無記名）と、郵便番号•住 
所•氏名•ほしいソフト名（必ず）•機種 
名•媒体（必ず）を明記したものを同封 
のうえ送ってください。 

パネルの尚2らの_少女ゥ 
■ッ択ゲ〇 
キでIグ 

I芒ムラ 
/る開フ 
ん始イ 
だ時ツ 

°にク 
ラ選は 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ブロックをはさんで消していこう/ 

ブランキア 
BY^PUROM 

通販の申し込み方法 
〒144東京都大田区南六郷2-34-17-305 

原様方PUROMまで、800円分の郵便小 

為替（無記名）と、郵便番号•住所•氏 
名•ほしいソフト名（必ず）•機種名を 

明記したものを同封のうえ送ってくださ 

「MSX2 I3.5DD1 

※ジョイスティック対)® 
1面クリア/というパズルゲームだ。 ット機能もあり、自分だけのオリジナ 

難易度は3段階あって、それぞれ各10 ル面を作れるなど、末長く楽しめるよ 

〇すると、パッ口 
消 1威する// 

エNORMALランクの全10面をエデ 

5：イツトしてオリジナル面を作ること 
ち可能だ。凝ったのを作ろつかな7 

面ずつ用意されている。また、エディ うになっているぞ。 

=益‘ 

〇ガンツ/ とブツケ、 
てサンドウイツチに/ 

TotfiLROUNP 10 

II \°ズ』リづ一厶の 
巳asicじゅd7 

オセロのように、同じ色のブロック 

同士で他のブロックをはさめば、ブロ 

ックは消滅。こうして、一定時間内に 

画面上すベてのブロックを消去すれば 

—^h胸H 「NORMALj「GAMER/PROJと3©n 
/のランクがあつて、どこかe>でも始められる< 

0まずは、小手調べかな7つ 〇やや厶ズで全20面。長く考〇超厶ズ。コンティニューで 
て感じ。全10面だぞっ えてるとタイムオーパーにI? 全30面をクリアしよう/ 



フスター ウイザ-ド 

Master Wizard 
By電腦科学研究所 

PC-8801mkiiSR シリーズ 5D 

PC-9801シリーズ 3.5-5HD 

+ PC-98シリーズは、FM音源対廊 It?かtfか本格的 
内容t?のだ 

ある日、突然起こった大地震〇この 

影響で封印が郭^け、魔術師の力の源で 

ある精霊たちが逃げ出してしまった。 

そこで、主人公は地震の調査と精霊を 

J南獲する旅に出ることになったのだ。 

ゲームは、ごく普通のフィールド型 

RPG。しかし、マッフ。の広さをはじめ 

としてデータ量がとにかく多い。イ 

ベントの豊富さといい、場面に合わせ 

て変化するBGMといい、グーなで、き/ 

本f街欣好みの人にはおすすめの1本だ。 

〇セーブはどこでも可能。操作性もよし/コマン 
ドメニューの画面構成も、よく考えられているのだ 

〒791-02愛媛県温泉郡重信町横河原38 

9- 1 -302 A.D.Soft まで、1000円分の郵 

便小為替（無記名）またはオレンジカー 
ド（図書券でも可）と、ほしいソフト名 
(必ず）•機種名（必ず）•媒体（必ず）を 
書いた紙、郵便番号•住所•氏名を明記 
したあて名シールを同封のうえ送ってく 
ださい。 

4⑼窃⑽©まつすぐ歩いて目的地へ行けるほど、そん なに世の中は甘<ないのだよ。 

〇ドワーフたちの村についてみると、たいそう 
な歓迎を受けた。でも、「村は救われる」つて 
一体何があつたんだろろ7 
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※画面は98版のものです。 



最近、參加者が多くなるにつれ、ほぼ亩週 

全国のどこかで行われるよろになつたノ Vノケ 

ット。その主催者の方に、今回の特色につい 

〇今回はパソケットではめずらしく、同人誌のみ 
を売るサークルもあつたよ 

てちよつと話を聞いてみた。 

「バソコンが広 < 普及しだこともあつて、ソフ 

卜のレベルはだいぶ上がりました。今回は、 

コンビュータがらみの美少女同人誌も入れて : 

みよろといろ試みだつたんですけど、やはり 
ソフトが中心になつてますね。でも、ゆ<ゆ 

<はもつと增やしていころと思つてます。」 

なるほど、“For Boys”といろイペン 

卜つてそんな計画があつだのね!7 

ムたぶ場 
ンにりの 
厶も°中 
ンか肌は 
だか寒' 
つわいす 
たら日ご 
ずでい 

第1回 

冬のコミtr® 
C〜だっ广こi? 

今回は第1回ということで、テクポリ編集 

部の同人ソフト担当の3人（M之助、0男、 

F氏）が、今どきの同人ソフトについてあ 

れこれ話し合ってみた。 

M :では、まず冬のコミケの印象から。 

0 :ソフト内容に関しては、昨年までは 

100円ディスクが目立ってたけど、今年は 

そうでもなかったみたい。 

F :そのかわり、ディスクマガジンが多か 

ったよ。 

M :うん、でもなんでだろ？ 

0 :そうだね。やっぱり市販のディスクマ 

ガジンがウケてるからじゃない？ 

F :小さなプログラムやC.G.をまとめて 

入れられるから、作りやすいってこともあ 

ると思うよ。 

0:そう、新作の広告なんかも入れられる 

しね。 

M :ところで、作るほうも購入するほうも、 

ゲームの内容にこだわるようになったと思 

ゎない？ 

F:そうだな、グラフィックとかは最近、 

格段によくなったもんな。中にはプロ顔負 

けの絵を描くサークルもあるし。 

M :話がそれたけど、一賴かなりあった 

カードゲームやクイズゲーム;^あんまりな 

かったね。 

0 :うん、思、ったより少なかったね。あと、 

バリバリのシューテイングか、少なかったの 

が残念だなぁ。 

F:俺はもっと、同人ソフトならではの毒 

気のあるゲームが遊びたかった僕)。 

M :あと、C.G.集をのぞいて、グラフイッ 

クだけを売りにするゲームが少なくなった 

気がするな。 

0 :そうだね。そのかわり、全体的にサー 

ク ルの価生が出て いる ゲームが増えて きた 

んじゃあないかな。 

今月の同人ソつ卜 
CO()乙。°。 

M :つぎに、今月の掲載ソフトについてだ 

けど……。 

F :今月はどれもレベルが高かったね。 

0 :とくにグラフイックか、キレイなソフト 

が、多かったんじやないかな。 

F :『BERSERKERS FRONT THE1』 

なんて市販ソフトとして通用す.るんじやな 

い？ 

M:スゴイといえば、『凄六くん』だって 

.。あの毒気と美少女のミスマッチはナ 

ミじやないぞ僕)。 

〇 :いやいや、やっは。り『どきどきヽ学M 

でしょ。「ピチビチの小学3年生Jっていう 

フレーズが\たまらなくカワイイじやない 

(爆笑)。 

M:そ、そうかな〜？でも、常識的じや 

ないゲームというのは大歓迎だね。そうい 

ったものは、同人ソフトの特権だもの。 

F :もちろん、ある程度の節度をわきまえ 

たうえでの話だけどね误)。 

M:最後に、今月の中から1本を決めると 

すれば何がいい？ 

0 :そうだねえ、今月はそれぞれのジャン 

ルで、どれも粒ぞろいだから決めるのはム 

ズかしいよ。今月はナシ/ 

F :同感だね、決められないね。 

M:てなわけで、これからも同人ソフトの 

ことを幅広く取り上げていくつもりなので、 

やってほしい企画や意見、質問など、みな 

さんからのおたよりをお待ちしてま〜す。 

あて先は、〒1〇5 東京都港区新橋4-10-7 

TIMテクノポリス編集部 

D5-Jin横丁ちょっと一言係まで 

イべ厶卜探険しボート 

同人ソ寶トフアンのいこいの広場 
mDTj 

D§*Jin横丁 111 
何の前フリもなく、いきなり始ま 

一。同人ソフトの 
に、読者のみなさ 
踏み込んでみよラ 
ヮヶ。前途多難な 

tのコーナー、ひとつヨロシクね。 

今月のお題：2月10日パソケツト&Fo「Boys 2 

/座談会 

〇ここが会場の東京文具共和 
会館。73闩浅草橋駅から歩い 

て数分のところにある 

135 



s\ ▼ ， V ▼ V r 

世界に広げよO 

M .d M 

どんどん広がるDo-Jinネットワ 
—クの輪ガ今月も内容充実でバリ 
バリやってますよん。ところで、サ 
ークJUDみなさん、パク、讎は正確 
に分かり易くお願いしますねウ 

サーウルから访お知らせ* 

ご一報ください 

By»STUDIO-DANCE/ 

ちょっと小耳にはさんだのですが、同人 

ソフト大全集Vol. 6で紹介されたSTUDIO 

-DANCE/の『幻想f^*PHANTOM』に 

おいて、シナリオ2『アルバロン伝説Jを 

起動中エラーが発生するときがまれにある 

そうです。上記の症状の出る方は、下記に 

至急ご一報ください。 

連絡先：〒239神奈川県横領賀市桜ヶ丘1 

-21-20柏木方STUDIO-DANCE!まで。 

パ'グです 

B)T«A. D. Soft 

12月24日の冬コミから1月20日までに 

販売した『LION』PC-98版で、仲間と別 

れたときにエラーが出る場合は4560行 

の：EX! (I) = EX!(1)を削除し、 

SAVET’ GAME”〔RETURN〕としてく た、 

淡 
"p T 1 !へ ! 、、 < ”” 卜 

さい。わからない場合、またはPC-88版や 

それ以前のPC-98版でおかしい場合は交 

換しますのでソフト名•_•メディアを 

明記のうえ、連絡をください。また、91年 

1月号に掲載された無料ディスクマガジン 

の1月20日までに届いた申し込み、及び冬 

コミ受け付けの発送は終了しています。ま 

だ届かない方は、連絡してください。なお、 

受け付けは引き続き行います。 

連絡先：〒791-02愛媛県温泉郡重信町 

横河原389-1-302 A.D.Soft まで。 

通販終了 

k BY•巳UG . . SYS丁EM ^ 

D6-Jinファン掲載以来、大反響を得ま 

した、当サークルの『学園特捜バクシオン』 

と『GALMOON』は、当初の予想をはる 

かに上回り総数300近くの通販希望があ 

りました。まだ100通は处理できておらず 

マヒ状態にあり、このたび残念ながら、同 

ソフトの通版を終了したいと思います。あ 

りがとうございました。また、MSX2用 

『GALMOON』において、ノ、。ナソニックの 

麵の一部で乍する場合がありますが、 

残念ながらサポートできません。 

同人Vフト大募集/^ 
D6-Jinフアンでは、同人ソフ 

>卜即売会などで販売されたソフ 

卜のほかに、直接編集部へ送ら 

れてきだ同人ソフトも紹介しています。みなさんの作ったオリジナ 

ルのゲームをどんどん送って<ださいね。もちろん個人でもグルー 

フでもかまいませんよ./ 

★送られてきた同人ソフトは…- 

誌上に掲載するソフトについては通信販 
売や即売会などで入手可能なものであるこ 
とを原則にしています。 
ただし、1本のソフトとして完成してい 

ないもの（単なるプログラムやグラフイツ 
ク集など)、また、その他の理由で編集部が 
掲載できないと判断したものは紹介できな 
いことがあります。 

★送るときの注意 

❶ソフトはすべて自分たちで作ったオリジ 
ナルであること。他のソフト、出版物などを 

，':•：•マ:•.マ/:•マ康：裊7.:^；•‘ 

参考にした場合はそれを明記してください。 
©ソフトとして完成した形のディスクで送 
ること。ディスクにはソフト名と機種名を 
明記してください。 
©ディスクと一緒に、遊び方•使い方の説 
明書（マニュアル）をつけること。 

❹送ったソフトと同じものを必ず手もとに 
置いておくこと。内容についてお聞きする’ 

ことがあります。なお、お送りいただいた 
ディスクは原則としてお返しできません0 

©投稿者（グループのときは代表者）の連 
絡先住所•氏名（グループ名）.電話番号も 
忘れずに。 

連絡先：〒610-01京都府城陽市寺田今 

堀159-34西t柄隶方BUG^SYSTEMまで。 

バグがでました 

BY®TYTTK Software 

199胖12月24日のコミケ39で販売しま 

した『SWORD MASTER!のMSXOT;地下 

4階の中ボスが出ないというバグが発見さ 

れました。よってfi多正方法を報告します。 

① DISK BASICを立ち上げた後ディス 

クを書き込み可にしてLOAD” 3DRPG4. 

BAS”でファイルをLOADします。 

② 502行の3行目中ほどのIFTH=1…… 

を、IFTH%=1……にイ1 多正します。 

③ フアイルを同ーフアイルネームでセーブ 

します。これで直ります。なお、当日通販 

注文を受けたものにつきましては、修正をし 

〒105東京都港区新橋4-10-7 
TIMテクノポijス編集部 
D5-Jlnフアン係 

を♦去••兰•♦去舞:4-籲:|•去♦去.鲁:ミ# 
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mDTj 
て発送しておりますので心配ありません。 

申し訳ありませんでした。 

連絡先：〒344埼玉県春日部市大場235 

押野様方TYTTK Softwareまで。 

ノベ、グ&サークル名変更 

去年の10月号、および4月の京者[レ、。ソケ 

ット、5月の大P反ノヽ。ソケット3で販売した、 

『ACTION POKER BROCALD』に、 

バグが、でました。FM-77以降では動くの 

ですが、FM-7では正常な動作をしません。 

個人での{多正は事笑h不可能です。FM-7 

用のNEWディスクと交換しますのでシ 

ステムディスクのみを送ってください。こ 

の際、郵送されたディスクか祈れていよう 

か壊れていようが一向にかまいません。シ 

ステムディスクであることが分かれば交換 

いたしますので、気経に送ってください。 

誠に申し訳ありませんでした。以後この 

ようなことがないように努力しますので、 

どうかお許しください。それと、パソケッ 

卜で買った人、サークル名をr»皇彷徨& 

なにわ？プロジェクトチーム」から「Age 

ta子」と変更しましたのでご了承ください0 

連絡先：〒573-01大阪府枚方市杉山手2 

-6-23難波様方Ageta子まで。 

バグってしまいました 

コミケット39で販売した『Busterシス 

テム』、にメインメモリが1Mバイトだと正 

常にシナリオか起動しないというとんでも 

ないハ•ダがありました。システムを1MハM 

卜でも正常に動作させるように改造するデ 

ィスクを配付しています。即売会で手に入 

れるか、直接当サークルに申し込んでくだ 

さい（もちろん無料です)。申し訳ございま 

せんでした。 

連絡先：〒253神奈川県茅ヶ崎市東海岸 

北3-5-2岩渕様方PROCEEDまで。 

バグです 

12月24日のコミケット39で販売いたし 

ました、MSX2用『ELEMENTALORS 

Report』にバグがあり、■重によっては文 

字が正しく表示されないことか判明しまし 

た。修正の仕方はBASICを立ち上げて 

LOAD” AUTOEXEC. BAS” 

Youkon Land SOS 

すべしやるば〜じよん 
By®CR0SS Soft 

い芒なり始まったこのコーナーは、移 
値したソフトのPRを兼ねたプレゼント 

コーナーです。さて、今月紹介するソフ 
卜はCROSS SOFT製作の「丫ou- 

kon Land SOSJ (X68000版)〇 
このゲームは、一定時間内にパクダン 

を水のあるところへ移動させるとい5ア 
クシヨンパズルゲームだ。今回は、この 

ソフトを5名様にプレゼントします/ 

あて先は、亍105東京都港区新橋4-10-7 

,TIMテクノポリス編集部DS-Jin移 

〔RETURN〕151 POKE & HF91F， 

PEEK (&HF341)〔RETURN〕 

SAVE” AUTOEXEC. BAS” 

〔RETURN〕で直ります。それでも正常に 

動作しなぃとぃう方は、使用*重を明記の 

うえ、ご連^くた、さぃ。どうもご迷惑をお 

かけしました。 

連絡先：〒344埼玉県春日部市南3-11- 

24南団地1-101降旗様方ELEMEN 

TAL SOFT まで0 

即戦力大歓迎 

はじめまして、J.I.Sです。ただ今スタッ 

フを#^しています。PC-88 - PC-98 - 

X68Kのプログラマー、PC-98 .X68Kの 

ミュージックコンポーザー、グラフィッカ 

一、および移植スタッフとマッノ、。一を募集 

します。即戦力は大歓迎ガRPGからシュ 

ーティングまでオールジャンル手がけます。 

連絡先：〒437 静岡県袋井市方丈2-2- 

11土田様方J.I.Sスタッフまで。 

スタソフ大募集 

By參まじかるSOFT 

はじめまして、まじかるSOFTです。 

今、うちのサークルではスタッフを大募集 

しています。PC-88, MSX2プログラマー 

と音楽スタッフを募集しているので、もし 

よかったらどうぞ/年齢、男女、住所は、 

まったく問題にしないので、やる気と責任 

感のある人、どんどん送ってください。 

〇マニュアルいわく『フラッピーJによく似た 
パズルゲームだそうだ。なるほど（納得） 

植記念プレゼント係まで。締め切りは4 

月8日までです。通信販売で確実にほし 
いという方は、〒355-01埼玉県比企郡 
吉見町久米田138-1鯨井様方 
CROSS SOFTまで、1500円分の郵 
便小為替（無記名）と郵便番号•住所• 

氏名•ほしいソフト名•機種名を明記し 
たものを同封したうえ送ってください。> 

連絡先：〒198-01東京都青梅市御岳1- 

166 様方まじかるSOFTまで。 

メンバー募集 

Blf MAND0RAG0RA-S0FT 

わが MANDORAGORA • SOFT は、 

PC-88VA専用ゲームを作るサークルで 

す。ただ今メンバー募集中。プログラマー 

とグラフィッカーを鷄してます0STAFFに 

なってくれる方、お手紙ください！！ 

連絡先：〒183東京都府中市西原町3-14- 

33村田様方MANDORAGORA.SOFT 

スタッフ募集 

僕たちのサークル”BEAT Kids”では、 

PC-88(VA可）のソフトを一緒に製作し 

てくれる人、また、わいわい騒いでくれる 

人を大募集しています。近県でプログラム 

を組める人、音楽を作れる人、大勧迎です。 

あと、ゲームのアイデアとか、C.G.を描 

ける人も大募集中です。どうぞよろしくお 

願いします。できたら16〜20歳までの人が 

いいなと思ってます。 

連絡先：〒670兵庫県姫路市城北新町2- 

6-8羽山様方BEAT Kidsまで。 

お知らせ 

私たちGENKICHI SOFTでは、年齢、 

性^、胃を問わず一緒にゲーム作りをす 

る同志を求めています。この本の前のキ 

1月号同人〇Dフレゼント当選者発表（敬称略）山梨毅（静岡県）山□正人（静岡県）小林良介（島根県） 137 



ミ/そう、キミだよっ/よってらっし 

ゃい、来てらっしゃい/ 「え一、同人ソフ 

卜のサークルかよ……けっ」、サークル？ 

ふざけんな/たった3人で何ができるガ 

そういうことで人員_です/ 「私が絵を 

描いてあげよう/」「おれはマシン語0Kだ 

ぜグ」って方がV、れ^ぜひGENKICHISOFT 

へ手紙ください。音楽のドライノ く一が作れ 

る人、曲が作れる人、とくにキミに彼 

女や姉、妹がいたら誘ってくれ〇でも、絵の描 

ける人ぢゃないとやだ。櫥重はPC-88SR 

以降とPC-98VM以降(3.5インチも010〇 

連絡先：〒221神奈川県横浜市神奈川区 

跡丘6-1跡丘荘1-4 方GEN 

KICHI SOFT まで。 

スタソフ募集だあ//.ヴ 

By®studio Crescent 

こんにちは、Studio Crescentです。当サー 

ク ルでは PC_88SRia 降、 PC-98VM* の 

同人ソフトを製作するためのスタッフを随 

してます。プログラムはBASICがで 

きればOKoグラフィックについては原画 

ができなくてもC .G.ワークができれば 

結構です。コンポーズについてはオリジナ 

ルの曲を作れる方を求めます。使用^、 

自己P R、をし62円切手を同封して(作 

品がある方は作品も）下記へ送ってね0 

連絡先：〒862熊本県熊本市田迎町出仲 

間693-2川上様方Studio Crescentまで。 

スタッフ，急募 

By♦尼畸電脇公司 

私たち、尼崎電脳公司では世間に“かつ” 

を入れるべく日夜ゲームの開発にいそしん 

でいます。現在SLGや、アクシヨンゲーム 

など2本製作中ですが、実質的に4人しか 

製作にたずさわっておらず泣いてます（特 

に音楽やグラフィックはセンスを要するの 

で)。世間のクソゲーを見て「ムカつく」と 

ゆ一人は自己PRと連絡先住所を書いて 

下記まで。経験は問いません。 

連絡先：〒661兵庫県尼崎市武庫之荘本 

町3-17-28武庫ハイA A-303 土田様方 

尼崎電脳公司まで。 

スタソフ募集 

はじめましてFAIRY*EYESです。結 

成したばかりでごたごたしている毎日です。 

ところで、PC-98、PC-88、MSX2のプロ 

グラマーを募集しております。やる気のあ 

る方、手伝ってもよいという方、女14はも 

ちろん大歓迎0ということでこのサークル 

を助けてください。お待ちしております。 

連絡先：〒375群馬県藤岡市藤岡1687-7 

和田邦彦様方FAIRY • EYESまで。 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIH 

企画やります 

シナリオ.というか、企画のほう全般 

します。プログラムやイラスト、MUSIC 

のほうはちょっとパスですけど、できる限 

りかVIばりますっ/ ’91年4月から:[舌動で 

きます。それ以前は一応（？）受験ってコ 

卜で……)。連絡はすべて封書でお願いしま 

す。サークル加入はしませんので……企画 

のみです。待ってまあすウ 

連絡先：〒986-03宮城県桃生郡桃生町 

給人町字東町71高橋聪子まで0 

私は、シナリオ、原画が製作可能な健康な 

男t生です。得意分野はオカルト•ホラー• 

宗教•棚技*SF•ラブコメ etc•と、とり 

あえずあらゆるジャンルでの作品が書けま 

す。使用W重はPC-88FEですが、どんな 

_のサークルでも仕事いたします。絵も 

一応箱けますが、メカは左右非対称が得意、 

怪物やスプラッタ関係は、大得意ですので 

よろしくお願いします。 

連絡先：〒〇10-16秋田県秋田市新屋松 

美町22-32佐々桃まで0 
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Do^Jm 

1ィベ：^翻1 Hィべし卜情報2 ィべし卜If報3 H 

JR富山駅 
より歩10分。 
桜橋通り入ル 

富山パソケット3 : 
開催日： 3月24日归） 
時間：11: 00〜15: 00 
場所：富山第一生命ホール 

※午前8時前には来ないよ^お願いします 

博多パソケット8 
開催日： 3月24日归） 
時間：11: 00〜15: 00 
場所：明治生命ホール 

※午前8時前には来ないようお願いします 

* ESTHETIC AVENUE 7 
★ 同人誌同人ソフト即売会 
， 開催日： 3月30日出 

時間：10: 30〜15: 30 
場所：（山口県)宇獅総合觀舖4秋卞-ルロビ- 

’ 問し、合わせ先:ne\AOCPM企画0836-88-1251 

JR高知駅より 
歩15分。 
土佐電鉄 
堀詰駅下車歩 
2分。 

籬パソケット2 :耕A#ソケット2 :鶊パソケット2 
開催日： 3月23日出 ★ 開催日： 3月23日出 ★ 開催日： 3月24日归） 
時間：〗1: 00〜〗5: 00 ★ 時間：11: 00〜15 : 00 ★ 時間：1〗： 00〜15 : 00 
場所：高知商工会館 場所：福井ステーションホテル 場所：とくしまCITY 

it ★ 
※午前8時前には来ないよラお願いします ※午前8時前には来ないよラお願いします_ ※午前8時前には来ないよラお願いします 

く文化ホール〉 
JR松山駅より 

歩5分0 

市駅から10分。 

三ノ宮駅下軍 
歩10分。又は 
ポートライナーで 
貿易センター駅 

雜宮パソケット2 :神戸パソヶット日スペシャル：松山パソケット3 
開催日： 3月17日归） ★ 開催日： 3月17日归） ★ 開催日： 3月21日（祝） 
時間：11: 00〜15 : 00 * 時間：11: 00〜15 : 00 ★ 時間：11: 00〜15 : 00 
場所：栃木県教育会館 場所：神戸サンボーホール 場所：松山市i合:]ミ:LZティセンタ- 

※午前8時前には来ないようお願いします ※午前8時前には来ないようお願いします. ※午前8時前には来ないようお願いします 

(確應市寺應本町東318) 
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❶同人ソフトサ_クルから、 
し、ろいろなお知らせ 
ポクだちはこんなサークルです、今 

度新作の同人ソフトを出品します、通 
販の発送が遅れています、バグの直し 
方です、こういろ才能のある人を探し 
ています、イペントやります（この場 
合は、最低2か月前に連絡<ださい)、 
などなど、同人ソフトの仲間から広< 

読者のみなさんに知らせだいこと。 

©仲間に入れて/ 

こんな自分を使って<ださい、だれ 

か仲間に入れて/などなど、どこか 
のサークルに入って同人ソフトを作り 
だいと思っている人の自己アビール。 

©同人ソフトのCMをして/ 

自分だちの製作しだソフトの〇Mを 
してほしい//な〜んていうときは、 
10センチ ><彳5センチ < らいのイラスト 
まだは画面写真1点と65字 < らいの宣 
伝文•機種媒体•通販方法•連絡先• 

電話番号を書いだ手紙を必す同封して 
編集部に送ってねC 
以上3つのアクセスは郵便で、 

〒105東京都港区新橋4-10-7 

TIMテクノポIIス編集部 
DS-JInネットワーク係 

まで、〇ヴルーフの場合はグルーフ名 
•代表者氏名、個人名、©代表者まだ 
は個人の年齢、©職業（学年)、❹連絡 
先住所、❺連絡先電話番号、明記をお 
忘れな</ 

なお、いすれの場合も内容によって 
は掲載できない場合があります。ご了 
承 <ださいね。 

5_ Jinネツトワ■ク 
アクセス受け付け中/ 

DS-Jinネットワークは、読者と同人ソフトサーク 
ルをつなぐページです/ 現在、次のよろなアクセ 
スをお待ちしています。ヨ□シクね9 

JR岡山駅下車 
歩】0分。 
出石公園前。 

晒パソケット4 
開催日： 4月7日归） 
時間:11: 00〜15 : 00 
場所：みのるガーデンビル 

※午前8時前には来ないようお願いします 

:難パソケット2 
開催日： 4月7日归） 
時間：11: 00〜15: 00 
場所：豊橋ガスビル『サーラ』 

^ ※午前8時前には来ないようお願いします 

パソケット1B 
開催日： 3月31日归） 
時間：11: 00〜15 : 00 
場所：東京文具共和会館 

※午前8時前Iフは来ないよろお願いします 

熊本パソケット3 
開催日： 3月31日归） 
時間:11: 00〜15 : 00 
場所：イベントホールモック 

※午前8時前には来ないよ〇お願いします 

I長野パソケット 
， 開催日： 3月31日归） 
★ 時間：11: 00〜15 : 00 

場所：WALK長野イベントホール 
※午前8時前には来ないようお願いします 

(薩樓市白河町 一〇〇醬地) 
薩檷ガスビル『サ—ラ』 

(蘸本市九品寺BI9I39) 

ィべントホ—ルモック 



参加したいサークルの方は一 
参加申し込み用紙をパソケット会場でもらって下さい。または、62円切手を 
貼った返信用封筒を同封の上、下記までご請求下さい。 
参加申し込み用紙に必要事項を記入して、お早めにお送り下さい。 
締切は、開催3週間前です。 
申し込み用紙請求先〉 
111東京都浅草郵便局私書箱108号ユウユウ内パソケットT係 
同人ソフトを購入したい方は—— 
パソケット会場に直接おこし下さい。どなたでも入場できます。 
朝8時前には来ないで下さい。開催時間を確認して来て下さい。 
会場では、スタッフの指示に従って下さい。 

サークルソフトと 
パソコン同人誌が 
いっぱい/ 
午前11時開場です 
一般参加も大歓迎/ 

3月17日（日） 

3月21日(祝) 
3月23日(土） 

3月24日(日) 

3月31日（日) 

4月7日(日) 

4月14日（日） 

4月21日（日） 

4月2阳（日) 
4月29日(祝) 

5月3日(祝） 

5月4日(休） 
5月5日(祝） 

5月6日(休） 
5月12日(日) 

5月1阳（日) 

5月2阳（日) 

宇都宮ノ彳ソケット2/栃木県教育会館 
神戸/ Vノケット8スペシャル/神戸産貿ホール 
松山バソケット3/総合コミュニティセンター 
高知/ Tノケット2 /高知商工会館 
福井/ rノケット2 /福井ステーシヨンビル 
徳島ノ \°ソケット2/とくしまCITY 
富山バソケット3/富山第一生命ホール 
博多ノ Xソケット9 /明治生命ホール 
パソケット16/東京文具共和会館 
熊本バソケット3/イべントホール•モック 
長野ノぐノケット/WALKイベントホール 
岡山バソケット4/みのるガーデンビル 
豊橋パソケット2/豊橋ガスビル•サーラ 
札幌ノ Vノケット8/札幌市民会館 
前橋/ \ソケット/前橋勢多会館 
水戸/彳ソケット5/水戸市民会館 
名古屋/ \°ソケット9 /名古屋市公会堂 
新潟/ rノケット6/ブラザー文化センター 
高松バソケット5/高松市市民文化センター 
大阪ノ Vノケット7/大阪国際貿易センター 
静岡バソケット6/静岡産業館 
仙台バソケット8/トレンドホール 
小倉バソケット/紫水会館 
広島バソケット6/広島市東区民文化センター 
大分/ Vノケット2/大分県中小企業会館 
バソケット•スペシャル2/産業貿易センター 
鹿児島/《ソケット2/鹿兒島県自治会館 
長崎バソケット2/長崎県自治会館 
郡山/ rノケット3/郡山商工会議所会館 
札幌ノ Vノケット9 /札幌市民会館 
盛岡/彳ソケット3 /岩手県産業会館 
浜松バソケット5/浜松駅ビル•メイ•ワン 
浦和/ \ソケット/浦和コルソ 
京都バソケット6/大谷ホール 

代ソケット情報局 

fill東京都台東区寿1-6-7-602 
S03—3日42—6499 (直） 

おかげさまで、会員もグッと増えまして、どうもありがとうございます。 
ボード数も、じわじわと増加しつつあり、日夜あやしげな話題が開戦中 
を駆けめぐっています。PDSの種類も、豊富にそろってきました。ま 
だのぞいたことのないアナタ、今からでもちっとも遅くありません。ち 
ょっとのぞいてみませんか？ 入会金や会費なんて、もちろん必要なし 

(恐いのはミカカだけだっ）。入会方法はいたって簡単、アクセスしてア 
ンケートに答えるだけです。質問コーナーもあるから、初心者の方も安 
心。R 0 Mの方でも大歓迎です。 
シフMS、2400bps、MNP 5対応、全二重、パリティ無、データ長8ビッ 
卜、ストップビット フロー制御X -ON、シフト制御S -OFF。 

車の免許を持ってる方、緊急HI!/ 
週2〜3日のアルバイトも可。高給優遇。他にフルタイムスタ 
ッフも重ねて募集。詳細はTELにて。 

アクセスルー尨 

PASO-NEjTl 
(24時間運営)\ 

ルールを守つで 
楽しいアクセ忽 



331こおんの 

ダ: 

闘输■ 
ニー八才/今回でシュ 
ーテイングゲームも大詰 

"I最終回あるよ./同 
人ソ4卜でも少ないジャ 
ンルあるから、完成させ 
るるね。で吉あがった 
多fバグチェック、ゲー 

Iムバランスなど、忘れず 
/にするあるよろし。 
:ヽn ク’ 

口 

0 
イラスト/Y人 

今月のアル：スム 

シュー51イングゲー厶 
•その4 の巻 

さあ、いよいよ今回でシューテインクゲームの巻はおしまいだ。まだま 

だ説明したりない部分もあるけど、みんなガンバフて作つてみてくれてい 

るかな？今回のテーマは、なんと「当たり判定」。なんだろそれ？.と思つ 

た人もそラでない人も、読んでみてちよラだいね。また、PC-98のお部屋 

のコーナーでは、前回に引き鋳き16色対応/マッフ表示&スクロールルー 

チンを紹介しているから、よろし<ね。 

それでは、今月もゴー。 

0ューテイングゲームの巻の 

最初から言っているように、 

シューテイングゲームはプ 

ログラムの处理速度が要求されるため、 

初心者は作りにくいジャンルとなりま 

す。 

それでも最近は、X68000やMSX2 

など、シューテイング向きのハードな 

ら、BASICで作ったフ。ログラムをコン 

ハ。イル（マシン語に直してしまう）す 

ることによって、初心者でも遊べるも 

のが作れるようになりつつあります。 

ところか'、そういったコンハ。イラな 

どを使っても、どうしても遅くなりが 

ちなのが、今回お話しする「当たり判 

定」の部分なのです。 

「当たり判定」というのは、わかりや 

すく言えば、自分の撃ったミサイルが 

敵に当たったか？とか、自分の樹本が 

敵にぶつかったかどうか？というのを 

チェックすることです。 

これをチヱックしないとゲームが成 

り立たなくなってしまうので、とても 

重要な部分です。しかし、自分の撃っ 

たミサイルが敵に当たったかどうかを 

調べるためには、画面上にいる敵すベ 

142 



てとの接触の可能性を考える{博!を、 
自分のミサイルが動くごとにやらなけ 

ればなりません。さらに、自分のミサ 

イルが連射で何発も出るならば、その 

分だけ当たり判定をしないといけない 

のです。この他にも敵か動いて自機に 
ぶつかるかどうか、自分か敵にぶつか 

るかどうか.など、当たり判定をす 

るところか、いつは。いあります。 

普通のBASICには、このような当た 
り判定の命令なんて付いてI、るわけな 

いですから（ただしPC-88VAのV3- 

BASICには付いています。すつごい 

な/)、いろいろな上嫩をしながら判定 

していかないとまずいですよね。その 

結果プログラムが長くなり、遅くなっ 
てしまうのです。 

では、どうすればいいのでしょう 

か？というと、これはもう全部チェ 
ックしていくしかないので、プログラ 

ムの理速度がちょっと遅くなってし 

まうのは仕方ないということになって 
しまいます。ですから、シューティン 

ダなどのように、判断にスピードを要 

求されるゲームは、どうしてもマシン 
語やアセンブラなどで書かないと、完 

成度の高いものは作れないというのが 

觀です0 

©はいえ、工夫して少しでも 

スピードを上げることは可 
能です。たとえば、敵の出 

す弾は自分との当たり判定だけで済ま 

してしまうとか、敵が自機にぶつかっ 

ても平気なゲームにして、敵の移_ 

の当たり判定を軽減するなど……。こ 
のへんはスピードを取るか、チェック 
を取るかという感じですが、BASICで 

作ってみようと思う人は試してみると 
いいかもしれません。 

問題の当たりかどうかをチヱックす 
るアルゴリズムですが、これは普通単 

純に2つの物体のX，Y座標を上嫩し 

CAT-Kさん 
CATsoft の U-ダーで、 
88とXMKのブ□グラムを 
担当。リーダーだが、あま 
り目立たないところがポ 
イント。『BLOCK PA 
NIC』（88版)の製作者。 

GORRYさん 
XIとX68Kのブログラム 
を担当している。XI用 
のシューテイングゲーム 
『DIALIDE』を手がける。 
秘密がだ<さんあ0そろ 
なところがポイント。 

び一ひよろ 
コ5太さん 

事務など雑用を担当。 
とてちシューテイン 
ヴが好きそうなとこ 
ろがボイント。 

底めけS3驗イム勺ヒュ〜I らい渡す。 
GO :それを数値に変えて打ち込むんです。 
CA :アセンブラのプログラムに埋め込む 

——どうしてシューティングを作ろうと思 
ったの？ 
CA :こいつ（GORRYさん）か' 弾をバリ 
バリ擊ちたいって言い出してね……〇 

GO :初めは、画面上で弾が飛ぶだけだった 
んだけど、これをゲームにしちゃおうって 
んで、自機が付いて……。知らない間にで 
きちゃってた（笑)。 
CA :後半とかは、知らない間にでもないけ 

ど。 
——そのころ、すでにサークルはできてた 
の？ 
CA :できていました。 
GO :最初は、RPGを作ろうってことで、サ 
ークルができたんです0 

CA :それが、開発中に開発ディスクを•フオ 
-マットしてしまったとI 

——ひ一!-一//バックアップ取ってなか 

ったの？ 
CA :もう開発がのってたときで、そんなこ 
と考えてなかった。 

GO:好調なときの落とし穴••…〇 
——即売会に向けて作ってたの？ 
CA :そうですね。 
GO :何人かで即売会行って、出展してみよ 

うかと。 
——メンバーとは、どうやって知り合いに 

なったの？ 
GO :みんな高校のマイコン部だったんで 

す0 

——クラブでゲームを作ってたの？ 
CA :みんなゲームで遊んでいるほうが多 
かったんじゃないかな？ 
び：1人にシューティングやらせて、弾が 

自機にあたると「ダメージだ一/んって後 
ろからみんなで殴るとか（笑)。 
——『DIALIDE』は何人で作ったの？ 
CA :とりあえず10人くらいかな？ じつ 
はキャラクタとか、マップはPC-88で作っ 
ていたんです。 
GO :みんなXI持ってなかったから。 
-じや、PC-88で作ったのをXIに持って 

——ゲームバランスの調整とかは？ 
GO:最終的にXIが2台になつたんで、そ 
れで。 
び：まあ、そこそこまで調整して……。 

GO :クリアできる程度まで。 
——できあがるまでどれくらいの期間かか 
りました？ 
GO :10か月くらいかかってます。 

CA :グラフィックなんかは『LALF』で描 CA :受験とかも入ってたから. 

いていた（笑)。 
——なぜ、そこまでしてXIで作りたかった 
の？ 
GO :僕がPC-8Bを持っていなかったんで 

す（笑)。 
CA :ただ単にプログラマーの都合。 
——フ° ログラムでつまったところとかは？ 

GO:自機が動き、弾が出てスクロールする 
ようになったあたりで、受験があったんで 
す。1か月くらいやらなかったら、プログ 
ラムがわかんなくなっちゃって害き直した。 

CA :そうしたら、そのほうがよくなってし 

まった.0 

GO: 3倍も速くなりました。 
——それって全然つまってないんじゃない 

(笑)。 
CA：そうそう土壇場は苦労しました。 

一締め切り間際？ 
CA :当日の朝までやってたから、データが 
間に合わなくて……。 

—^1：の動きなんかは、どうやって考えた 
の？ 

ぴ：白い紙に画面の大きさを分けて、こう 
動くって矢印を害いたものを30〜40種類く 

—XIで次回作の予定は？ 
GO:しばらく XIの電源が入ってませんか 
ら。飾ってあるだけで……。 
CA :気が向いたら.。 
——ゲームを作るうえでのポリシーとかあ 
りますか？ 
び：楽しんでもらえるようなものを作る0 

CA:あと、もうけないっていう;..〇 
——じゃ最後に、これから同人ソフトを作 
る人に一言。 
GO :個人の意見としては、コミケとかに出 
品するためだけに作るのはどうかと思いま 
すけど.。やっつけで作ったようなのが 
多い感じがするんで……。 
CA :僕は、自分たちで遊んで面白くなかっ 
たら、やめるべきだと思います。あと、バ 
ックアップはちゃんととるように（笑)。 
ぴ：僕は、それ相応の値段をつけてほしい。 
あまり高いと数買えないし……（笑)。 
CA :あと、どんな内容かわかるようにして 

ほしい0 

GO :写真とかいっぱいはっておくと、すご 
く効率いいみたいですよ。 

CA :写真をオマケにできるし（笑)。 

療^^ 幫务う薇ラ振3藥，聲3薇^?^讀 

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXX3 
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てチヱックします。つまり、2つの物 

体のどこか一部が重なっているような 

酉己置なら、当たりと見なすわけです。 

他(q背景などとの当たり判定をする 

場合に、背景のマップデータを読み込 

んできて判定するとか、背景用の画面 
(BG画面)がある場合は、そこのデー 

夕を読み込んでくるという方;去。また、 
いにしえの方{去としてはVRAMなど 

にあるグラフィック画面のデータを直 

接読み込んできて、黒くなかったら当 
たり、なんていうのもあります。しか 

し、物体どうし、特にスフ°ライトなど 

で敵やミサイルを動かしている場合に 

は、座標で調べる方法がもっともポピ 

ユラーです0 ©うした、座標チェックをす 
るサンプルプログラムがリ 

スト1、2です。リスト1 

は、X68000用でドット単位のチェッ 

クを行っています。ただ、キャラクタ 

このブロブラムは、ドツト単位の当 
だり判定と、おまけで背景に星を流す 
ノレーチンが入っています。 
おおまかに、5〜50行までが初期設 

定の部分、60〜490行までガメインル 
-チン、500行以降がサプルーチン(関 
数）と、3つに分かれます。 
関数m k P a tは、ぼんやりしだ球 

体のキヤラクタをスブライト/ \°ターン 
に定義するための部分で、mksta 

「は背景に流す星を描<部分です。ど 
ちらち初期設定のだめに使用していま 
す0 

ポイントになる当たり判定は、関数 
colliで行っています。あまりは 
ん用的ではありませんが、bx, by 
という配列変数に入った敵の座標と 
XX, y yという自分の座標と比べ、 
wとい〇変数に返します。 
まだ、s ta「という関数で、背景 

の星が流れます。 4段階の速さの星が 
流れるように、画面モードを16色4画 
面にしてあります。 
メインの部分は、▽ウスを動かすと 

ボール（自機）に慣性かつし、て移動す 
るようになつています。 
フウスのどちらかのボタンをク|Jツ 

クするとプ□ブラムは終了します。 

が表示サイズいっぱいに作られていな 

いこともあるので、ここではちょっと 

当たり範囲を小さめにしてチェックし 
ています。ですから、端っこがちょっ 

と当たったくらいでは判定されないよ 
うになっています。実際、そのくらい 

でも十_定したように見えますし、 

ギリギリのところで避けるスリルも味 

わえますよ。 

リスト2はPC-98用、リスト3がそ 

れをPC-88用に変更するリストです。 

ドット単位にキヤラクタを動かすのが 

■ぶつかつた判定をするフログラム（おまけ付き/)-X68000版 

5int a»b»c*bl»br»w»x»y:float xx»yy > 
px»py »sx» sy:dim bx(20)> by(20)»bgx(3) 

10 screen 0 >1>1 * 1:console * »0:window( 
0»0»511 * 511):sp.init():sp_disp(1):sp_on( 
0,127) 

20 randomize(val(right$(time$*2))) 
30 mkpat():mkstar():vpage(15) 
40 for a=1 to 20:x=rnd()*256:y=rnd()* 

256:sp_set(a»x»y»512»3):bx(a)=x:by(a)=y: 
next 

50 xx=100:yy=100:px=0:py=0 
60 repeat 
65 colli():star() 
70 msstat(a > b»bl> br):px=px + a/2:py = py 

+ b/2 
80 sx=xx+px:sy=/y+py 
90 if sx>0 and sxく255 and sy>0 and s 

y<255 then xx=sx:yy=sy else px=0:py=0 
100 untK bl or br 
490 end 
500 func mkpat() 
510 chm char g (255) 
520 for a=1 to 7:sp_coLor(a，hsv(50，a*2 

»28-a*2)，2):sp.color(a，hsv(100•a*2，28-a* 
2)，1):c卜cLe(7,8，a，a):circLe(8,8，a，a):ne 
xt 

530 get (0，19,15,15,9) :wipe() 
540 b*127:c=255:for a=1 to 128:g(c)( 

b) and 15:c=c-1:g(c)=g(b)¥15:c=c-1:b=b-1 
:next 

550 sp_def(0>g »1) 
560 endfunc 
600 func coll\() 
610 sp.move(0»xx.yy»0):b=int(xx)+4:c=i 

nt (yy)+4 
620 w=0:for a=1 to 20:x=bx(a):y=by(a) 
630 if bくx and b+28>x then If c<y and 

c+28>y then w=w+1 
640 next 
650 locate 0»0:If w = 0 then print” ” eL 

se print”*” 
660 endfunc 
700 func mkstar() 
710 for b=0 to 3:apage(b) 
720 for a=1 to 80:x=rnd()*512:y=rnd()* 

256:c=rnd()*10+5:pset(x，y，c):next:next 
730 endfunc 
800 func star() 
810 for a=0 to 3:home(a»bgx(a)>0):bgx( 

a)=(bgx(a)+a+1)and 255:next 
820 vpage(15):endfunc 



PC-9801版 このプ□ブラムは、横方向は8ドツ 
卜、縦も8ドツト単位に動<とい^条 
件のろえで、当だりを判定するもので 
す。テンキーの〔2〕〔4〕〔6〕〔8〕 
で、自機（ボール）を動かし、周りの 
赤し\敵に/30かつたかど〇かを示すよ 
ろになつています。 
基本的なアルゴリズムは、リスト1 

と同じですか、ブ□ブラムはだいぶ違 
います0 

20W=fからがその当だり判定のため 
のサブルーチンで、Uスト1と同じ<、 
BX, BYの配列変数に入つている座 
標と、XX, YYの座僳を比べていま 
す0 

困難な_の判定の一例として載せて 
みました。PC - 98やPC - 88など 

VRAMしかなく、8ドットで1組の 

ようになっている_では、やはり8 

ドットごとに動かすのが一番合ってい 

るので、その単位で判定します。今度 

は、一度に8ドット動くわけなので、 

当たり範囲を小さくしたりせず、きっ 

ちり判定するようにします。 
当たり判定の部分を実際にどうやっ 

ているかは、右のプログラムを見てく 

ださい。4つの座標が頭でこんがらが 

って、わからなくなってしまったとき 

には、方眼紙などに図を書いてみると 

いいですよ。特に、当たり範囲を小さ 

くするときは、キャラクタの大きさを 
よく考えてプログラムするようにした 

ほう^かいいでしょう。 

■ぶつかつた判定をするフログラム- 

10 SCREEN 3，0:WIDTH 80，25:CONSOLE 0，25，0 
，1:COLOR 5，0,0:CLS 3 
20 DIM GX(49),BX(20),BY(20):RANDOMIZE VA 
L(RIGHTS(TIMES，2)) 
30 CIRCLE(7,7)，7,4:PAINT(7,7),4,4:GET(0， 
0)-(15,15),G%:CLS 2 
4-0 FOR A=1 TO 20:X=INT(RND*80) : Y = INT(RND 
#50) 

50 BX(A)=X:BY(A)=Y:LINE(X*8，Y*8)-(X*8+15 
，Y*8+15)，2，BF:NEXT 
60 XX=40:YY=20 
70 PUT(XX^8»YY*8)»GX,XOR:GOSUB 200 
80 A=INP(&HE0)：B=INP(&HE1)：SX=XX:SY=VY 
90 IF (A AND 64)=0 THEN IF XXく78 THEN SX 
= XX+1 
95 IF (A AND 16)=0 THEN IF XX>0 THEN SX= 
XX-1 
100 IF (A AND 4)=0 THEN IF YY<48 THEN SY 
= YY + 1 
105 IF (B AND 1)=0 THEN IF YY>0 THEN SY= 
YY-1 
130 PUT(XX*8，YY*8)，GX，XOR:XX=SX:YY=SY 
140 GOTO 70 
200 W*0:B=XX-2：C=YY-2 
210 FOR A=1 TO 20：X=BX(A)：Y=BY(A) 
220IF B<X AND B+4>X THEN IF CくY AND C+4 
>Y THEN W=W+1 
230 NEXT 
240 LOCATE 0，0:IF W=0 THEN PRINT” w ELSE 

PRINT"*” 
250 RETURN 

--- 

■リスト2の変更リス!-PO8801版 

10 SCREEN 0，0:WIDTH 80,25:CONSOLE 0，25，0 
，1:COLOR 5.0»0:CLS 3 
80 A=INP(&HE0)：B=INP(&HE1):SX=XX:SY=YY 
100 IF (A AND 4)=0 THEN IF YYく23 THEN SY 
= YY+1 

当たり判定ができて、敵がミサイル 

で、爆発したりするようになると、とた 

んに作っていて張り合いかでてきます 

から、がんばってみてくださいね。 

張り合いが出過ぎて、チェックのた 

めに遊んでばかりだと困るけど……。 

P©口 08® 

今回は以前のPUT&GETルーチンを使つだ、マップ 
表示とスクロールのだめのプ□グラムを紹介します。 

1月号に載つていだ16色対®/PUT&GETルーチ 

16色対応/マップ表示&スクロールルーチン 
ンが必要なので、忘れす用意してください。今回のル 

ーチンを使ラと4096色中16色のキャラクタの表示に加 

え、任意の大きさのマップを表示して、上下左右にス 

ク□ールさせることが可能になります。キャラクタは、 

以'前ここで紹介した1月号のキャラクタエディタか、 

2月号のチューチューツールのデータを使用します。 

打ち込み方 
このフログラムは、DISK BASICのシ 
ステム上で動作します。MS-DOS上の 
N88(86) DISK BASICでは動作しま 
せんので注嫌して<ださい。まだ、EPS 

〇Nの日本語BASIC ve「3.0以上でも動作 
しません。それ以外の/ \ージョンならば、P 

C-98でもPC-286シリーズでも動作します。 
では、フ□ク•ラムの入力のしかだですが、 

ますUスト4を間違いな<打ち込みます。 
そして1月号のPUT&GET)U-チン、” 

Put16. 〇 b j ”といラフアイルのあ 

るディスクを入れて実行させてください。 
フ□グラムのデータに間違し\が発見され 
ると自動的に止まつてしまいますが、正し 
いと判断されるとティスク上に新しい 
PUT&GETルーチン、” Pu t 16 s. 

〇 b j ”というファイルが作成されます。 
これで準備〇Kです。 



初期設定 

ます、このルーチンを使ろだめには初期 

設定をしなければなりません。 

CLEAR ，&H 6 0 0 0： CS = & 

H 6 0 0 0 ： DEF SEG=CS : B 

LOAD”put16s. obi”：CSE IT=0 : C P U T=2 : C G E T=4 

S S E T 1=&H 2 8 2 ： S S E T 

2=&H 2 8 4 ： S P U T = &H 2 8 

6 : BPUT = &H2 8 8 

上の行を実行させると、メモiJやセグメ 

ントの設定と、フ□グラムの□ードをすべ 

て行います。次に、キャラクタのサイスな 

どを設定します。 

XS%=4 : Y S %= 3 2 :AD%=& 

H1 000:CA しし CSET (X S 

%, YS% AD%) 

上の例だと、キャラクタのサイズは、横 

32、縦32ドツトで10 0 0 Hといラアドレ 

スからテータガ置かれることになります。 

ここまでは、前回説明しだPUT&GET 

ルーチンの使い方と同じですね。マツフを 

表示する場合も、キャラクタのサイズはこ 

の設定どおりになるので、忘れすに設定し 

て<ださい。ちちろん、PUT&GETの命 

令（CPUTやCGETなど）も使えます。 

次に、▽ツフのための初期設定を2回行 

います。ます1回目。 

MXS%=10 0 :MYS%=5 0 :M 

AD%=&H 6 A 0 0 :CALL SS 

ET1(MXS%, MYS%, MAD%) 

このMXS%» MYS%ですが、これは 

マツフ全体の大きさの指定です。横、縱方 

向にそれぞれ、255までの広さが設定でき 

ます。そして、そのデータを霤<セグメン 

卜を指定するのが、MAD%になるわけで 

す。これは、特に不都合がない限りこのま 

ま（&H 6 A 0 0)でいいでしよラ。つま 

り、上の例でいくと、100X50の大きさのフ 

ツフをセグメント6 A 0 0 Hから置<とい 

ろ設定になります。 

次に、2回目の初期設定をします。 

GXS%=2 0 :GYS%=16 ：GX 

%=8 :GY%=3 2 :CA LL S S 

ET2 (GXS%, GYS%, GX%, G 

Y%) 

今度は表示の設定です0 GXS%, GY 

S%は、画面に表示するときのフツフキャ 

0いうわけで、シューテイン 

グの巻はこれでおしまい。 

どうったかしら。わから 

ないところなどあったら、どんどんお 

便りくださいね。 

次回からは、また新たなテーマのア 
ルゴリズムをお送りするからね。お楽 

しみに/では来月までさいなら。 
(おにおん) 

ラクタの数を横、縦方向に指定します。こ 
の例だと、全体マップの中の一部を横2(k 

縦16個分だけ画面に表示するということに 
なります。また、GX%, GY%は、そのウ 
インドウの表示位置の左上座標を指定しま 
す。座棵の指定はPUTS^GEDU-チンと 
同じで、Xは8ドットごとで〇〜71 Y 

は1ドットごとで〇〜399までです。以上 
でフッフ表示のための初期設定は終了です。 

表示&スクロールのしかた 

MX%=5：MY%=3：CALL B 

PUT (MX%, MY%) 

上の命令で、マッフを表示させることが 
できます。MX%,MY%は、全体マッフ 
の中のどの座標から表示させるかの指定で 

- 
■キャラクタマップ表示&スクロールルーチン-PC-9801版 

▼ ※要アナログデイスブレイ、要16色ボード 

100 CLEAR .&H8000:DEF SEG=&H8000:I=&H282 
:N=1000: BLOAD”put 16_obj ”，13 
110 S = 0:FOR A=1 TO 32:READ AS : Z = VAL (rr&Hr, 
+ AS):POKE I, Z :S = S + Z : 1 = 1 + 1:NEXT 
120 READ A$:S=S AND 255:IF VAL(”&H”+A$)く 
>S THEN PRINTwerror in Line : ; N ;,r-,r; N +1 
0:END 
130 N=N+20:IF N<1200 THEN 110 
U0 BSAVEMput 16s.obj,r ,0,&H3C0 
150 PRINT^Ok.Completed.w:END 
1000 DATA EB，06，EB，16，EB，38，EB’2E，E8，BD， 
FD，2E，89,16,94，03 
1010 DATA 2E，89，1ZIE，96,133,2E，A3,98，03,CF， 
E8，AB，FD，2E，A3，A0，CE 
1020 DATA 03,2E，89，0E，9E，03,2E，89,16,9C， 
03，C4,77，0C，26,8B 
1030 DATA 134,2E，A3,9A，03，CF，B0，01,2E，A2, 
BA，03，EB，06，B0，00，ED 
1040 DATA 2E，A2，BA，03，E8,81，FD,8C,CB，8E， 
DB，89，0E，A6，133，A3 
1050 DATA AA，03，A3，AC，03，A1，A0，03,A3，A4, 
03，A1，B0，03，A3，B4，CE 
1060 DATA 03，A1，9C,03，A3，B8，03，A1,A6，03, 
A3，A8，03，A1，AE，(33 
1070 DATA A3，B2，03，A1，9E，03，A3，A2，03，A1， 
9A，03，A3，B6，03,E8，EF 
1080 DATA 57，00，A3,76，02,8A,26，BA，03,22, 
E4»75.04»3A，C3.74 
1090 DATA 11，A1，A2，03,A3,70，132，A1,A4，12)3, 
A3,72,02,9C，0E，E8,2C 
1100 DATA 5B，FD,A1，6C，02，01，06，A2，03，FF， 
06，A8，03，FF，06，B2 
1110 DATA 03，FF，0E，B6，03,75，C8，A1，6E，02, 
01»06iA4>03>FF>06i44 
1120 DATA AC，03，FF，06，B4，03，FF，0E，B8，03, 
75,9B，A1，A6，03，A3 
1130 DATA AE，03，A1，AA，03，A3，B0，03，CF，A1， 
AC，03,8B，1E，94，03，E4 
1140 DATA F7，E3,03，06，A8,03,8B，IE,98，03, 
8E，C3,8B，F0，B4，00 
1150 DATA 26,8A，04,50，A1，B4，03,8B，1E，94, 
03，F7，E3,03，06，B2,83 
1160 DATA 133,8B，1E，98，03,8E，C3,8B，F0，B4, 
00，26,8A，04,8B，D8 
1170 DATA 58，C3,00，00,00，00，00，00，00，00， 
00，00,00，00，00，00，F9 
1180 DATA 019 i 00,00，00，00,00,00，00,00，00 , 
00，00,00，1210,00，00 
1190 DATA 00，00，00，00，00，00，00，00，00，00， 
00，00，00，00，00，00，00 

す0この例だと（5, 3)の位疆から、画 

面上に表示してい<よろになります。BP 

UTによつて一度マツフを表示した後、次 

の命令によつてスクロールさせることがで 

きます。 

MX%=6 : MY%=3 : CALL S 

PUT (MX%, MY%) 

これは以前マツブを表示しだものと比ぺ 

て変化しだ部分だけを書き換えるので、高 

速に処理され、スクロールなど速度を要求 

する場面では便利な命令です。MX%,M 

Y%はやはり、全体フツフ中の座裸の指定 

になります。この例では（6，3)とい〇 

座標からマツフを表示させます。以前に 

(5, 3)の指定があつだとすると、1つ 

右にスクロールしだよ〇に見えることにな 

るわけです。 

※なお都合によりこのコーナーのご質問は、住所•氏名•電話番号を明記したハガキで「D0-Jlnフアンおにおんのアルゴ|Jズとを見切ったぞI?係」まで、 
お問い合わせ<ださい。あて先は、P.140參照。また、プログラムの移植、同人ソフトの技術的な質問もドシドシこちらに送つてね。 



n,L/全品定価の2割引き+び(送付手数料等) 
J / ☆は発売中、数字は発売予定日_ 

/全品定価の2割引き(送付手数料等)リストに無いソフトも扱I \ます。 
,発売予定日•定価は変更になることがあ0ます。発売予定日は2月14日現在のものです 

03/? 03/? 03/? 03/? 03/? 
未定未定未定未定未定 
★ ★ 02/下02/下 
★ * ★ 
★ * 
★ 02/22 
★ ★ 02/22 03/? 
★ 未定 ★ 
★ ★ 02/中03/上 
★ 中止 ★ 03/上03/上 

ソフト名 
宇宙翔けるビジネスマン… 
ダンジョンハ•スター•エクスフa-ラーズ 
天使たちの午後3番外編…… 
DISMIX創刊号. 
D.P.S . 
D P S SG. 
DE*JA . 
鬪神都市. 
ときめきチェリーボックス… 
トリロジー九鬼妖華真伝… 
トキドキカードリーグ. 

はつちゃけあやよさん2… 
花礼天国. 
B爾れのちおおさわき…… 
バーミリオン. 
BEAST (ビースト）…… 
ヒアス. 
ヒーチアッフ6〜8号… 
ヒーチアノフ紀•集編… 
ヒュア2. 
ヒユアマイトール. 
ヒンクソックス4. 
ファーラの時結界••… 
FOXY . 
F0XY2(フォクシー2)… 
ブランマーカー . 

ソフト名 定価 
•i!りんぐ岛つ..9.800 
フリンセスはストリートガール.6,800 
ベロンチョ身体検査.6.800 
星の砂物語.6,800 
煩悩予備校.7.800 
ホッキー.7,800 
ホッキー2.7.800 
麻雀クリニック...7.800 
麻雀利客.轉料……9,700 
麻雀刺客外伝花のももこ組……8,700 
毎日がえっち....7,200 
満開電飾...……7.800 
メイキング•オブ*Miki .5.800 
METAL ORANGE .7.800 
メノレヘンハラダイス.6.800 
優子物語.9,800 
UNION..“”キ……6.800 
妖獣クラブ..……6.800 
Y0K0 .7.800 
ライム.  7.800 
楽園の招待状.6.800 
ランス.  6.800 
ランス2.  6,800 
リウイード.6.800 
リツフスティ/クアトベンチャー.6.800 
リッフスティックアトベンチャー2……6.800 
ROUGE真夏の口紅.6.800 
RAY-GAN レイガン.6.800 
REVIEW .7,800 
私をゴルフに連れてって……7.800 

、丄 • 塞比べて下さい、早さ•便利さ•確実さ•安さ日本一 
ジネスソフト•用品類も/守MO代金後払•特急•指定日•認指定•夜間配達も可 

新品ゲームソフト定価の2096引き(消費税不用） 
本誌広告有効期限1991年4月8日まで 
社員•アルバイト募集 

■アーク通販なら 
^配《は、《便小包•宅配便で発送し全国ネットで発送。 

HED電話受付は平日朝10時〜夜8時、土•日•祝午後1時〜7時 
_大手流*会社•メーカーとタイアップ在靡は常時50万本以上。 
E1D願客管理•商品情報をコンピューターでリアルタイム処理。 

■お好みの方法でお求め下さい。 
(注文方法•およその納期•料金） 
安全確実に- 

U蘇㈣•注文内容を同封#6〜8日 
★ゲー厶ソフトは定価の2096引き+送料 
★用品類•ビジネス関係は表示特価金額のみ 

.安く早く 

F湖i淑•電話•八ガキ日 
★料金は現金書留と同じ 
.とにか<安< 一 

瞧g瓣1•通信欄に記入#io〜14日 
★料金は現金書留と同じ 

..かんたんに注文—— 

淡t保▲細知•電話•八ガキ，FAX#4〜6日 
★ゲームソフトは定価の20%引き+送料+(500円） 
★用品類•ビジネス関係は表示特価+ (500円） 

.新作を発表後すぐに一 

^•電話•八ガキ• FAX•発売日発送 
★料金は普通代金引換と同じ 
*但し発売日1阳以前のご注文は合計金額の100円引き 

•とにか<早< 一 

ほ篇味猫勾•電話.2~3日 

★ゲー厶ソフトは定価の卽宠弓Iき+送料+(500円)+800円 
★用品類•ビジネス関係は表示価格+ (500円)+昍0円 

.指定日に配達(午前•午後の指定も可） 

6制SK呆^ffl•電話•指定日に配達 
★ゲームソフトは定価の20%弓Iき+送料+ (500円)+500円 
★用品類•ビジネス関係は表示価格+ (500円)+500円 

.夜間に配達- 
娜隱縱制^] •電話•八ガキ《FAX參午 
後6時〜日時に配達 
★料金は指定日代金引換と同じ 

▼住所•氏名_電話番号•商品名•機種• メディアを詳Uお知らせ下さI \〇 
▼未発売•在庫切れ商品は入荷次第お送りします。 

但し、発送が1阳以上遅れる場合は電話か八ガキ仁てお知らせします。 

▼納期遅れ、初期不良については、商品の取り替え*返金以外の資任は持ち 
ません0 . 

▼ご注文商品のキャンセルは原則としてお受けでぎませんが、未発売の場合 
のみお受けいたします。 

▼ I8才未満の方のご注文は保護者の承諾を受けてからお願I心ます。 

▼何かご不明な点等ございましたら、お気軽は問い合せ下さU 

驗（ 
アーク株式会社 
亍569大阪府高槻市芥川町1丁目M番27号 

(ミドリビル2F) 

S072B- 81-0471 
FAX.0726-已1-0486 

新作S名作コ 

通販部 

中古ソフト 
3—ブー 

FK以外にも在摩5.000本以上あります： 
(6価は送料•消費税•後払手数料を含む 
ft金後払価格です、電Kでの注文のみ 
»付けます： 

レイガン. 
參FM TOWNS# 

ソフトてハードな物tt . 
タイタン. 
インビテーション. 

信長の野望全国版.^ 
信長の野望敝国群雄伝.、 
瞩邪の封印.^ 
ブD野球FAN .^ 
ラ•ヴァルー.^ 
リップスティックADV ..、 
ロマンシア .^ 

#MSXシリーズ# 
大戦略.MSX2»ROM- ^ 
信長の野望全同版.MSX-ROM- ^ 
ハイドライド3 .MSX-ROM- ^ 

あなたのお持ちのソフトを中古係までまずお 
送りください着き次第買い取り値を査定 
して連絡いたします査定額が気に入らな 
ければすぐにお返しする安心システムです 

必要なソフトがお決まりであれば、お電話くださ 
い。在庫を■査いたします。価格は送料込みで 
す。また、中古ソフトリストをご希望の方は、お持 
ちの檯種•メディア，62円切手•難所を同封の 
上、小社にお送りください。なお、リスト製作中の 
場合は、発送が暹ぬす。必ず発送Uすので® 
長にお待ちください。 

春現金窨留下記住所アーク㈱通販部テクポリ係 
•郵便，替大阪0-103169アーク株式会社 
争銀行振'込第一勧業銀行高槻支店(普）1147114 

JR高槻駅北口 

8888888788888888880 

中中中中中中中中中中中中中 
売売売売売売売売売売売売売： 

発発発発発発発発発発発発発 Ilill 簾:E 日^•中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中T-05-SI5-22-上上上中中下下下？？？下？ 
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s^A ’的パソコンゲーム大賞I惡驅 
こちらのページでは、各賞の順位を掲載してみました。さて、あなたが好きなゲームは、どの賞の何 
位に入っているかな7 

ゲーミンクワールド部門 
それにしても、「サイレントメビウスj人 

気はたいしたものです。ゲーミングワール 

ド大賞で2位、アドベンチャーゲーム賞、 

ベストグラフィック賞、ベストシナリオ賞 

を次々と受賞。組織票力^-番多かったのも 

このゲームでした。丨人でI敝以上送って 

きた人が20人近くもいましたが、基本的に 

組^は認めていませんので、すべてI枚 

のハガキという計算で集計しました。 

また、海外から移植された数々のゲーム 

は、それぞれのゲームで票が割れてしまい、 

思っていたほど順位が上がらなかったよう 

です。とくに「ダンジョン•マスターjと「続 

ダンジョン•マスター」は、どちらも同じく 

らいの得点で、これが「ダンジョン•マスタ 

-jにだけ投票されていたら、全体の順位も 

ちょっと変わっていたでしょう。 

今年は日本ファルコムの新作が4〜5本 

あり、さらに「Sim Earth jなど大作も控えて 

います。次回も大波潤のパソコンゲー厶大 

賞になりそうですね。 

〇各賞で上位入賞をはたした1■サイレントメビ 
ウス」 

春ゲーミングワールド部門ゲーミングワールド大賞 
顧位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 三國志II (光栄） PC-88SR、PC-9801、X 68000、 
FM TOWNS、MSX2 1万4800円*丨 的50 

S サイレントメビウス(ガィナックス） PC-9801 1万棚0円 5811 

3 〇イIfードリイ\/ (アスキー/サーテツクソフトウェア） PC-8801、PC-9801、FM TOWNS 1万2800円 4622 

4 サーク2(マィク□キャビン） ， PC-88SR、PC-9801、MSX2 8800円 3995 

5 Sim City(ィマジニァ/塞士通） PC-9801、X68000、FM TOWNS 9800円ゎ 3808 

6 銀河英雄伝説ii(ポ-ステック） PC-88SR、PC-9801、X68000、MSX2 9800円 3568 

7 ポビユラス(ィマジコ PC-9801、X68000、FM TOWNS 9800円 *2 3056 

8 弓、jVざ少マス/9一 (ビクター音楽産業、富士通） PC-9801、X68000、FM TOWNS 9800円 *3 四19 

9 信長の野望•武将風雲録(光栄） PC-88SR 9800円 1907 

10 ラグーン(ズーム） X 68000 8800円： 1563 

*1TOWNS版のみ1万6800円*2 TOWNS版のみ1万2800円*3 TOWNS版のみ8800円 

•ゲーミンク'ワールド部門□ールプレインヴゲーム賞 
顧位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 サーC72 (マィクロキャビン） PC-88SR、PC-9801、MSX2 8800円 6234 

S ウィザードリィV (ァスキ-/サ-^ブ?ソフトゥエァ） PC-88SR、PC-9801、FM TOWNS 1万2800円 5972 

3 アマランス(風雅システム） PC-9801 8800円 2665 

4 ウルティマV d-キャコン） PC-88 V A、PC-9801、X 68000 9800円 8113 

5 ブルトン•レイ(システムソフト） PC-9801、X68000 8800円 8081 

❿ゲーミンクワールド部門シミュレーションゲーム賞 
mm ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 三B志II (光栄） PC-88SFUPC-9801、X68000、 
FM TOWNS、MSX2 1万4800円*丨 6388 

s ポピユラス(ィマジニア） PC-9801、X68000、FM TOWNS 9800円 *2 6158 

3 Sim City(wジこア/塞士通） PC-9801 sX68000>FM TOWNS 9800円 *3 6132 

4 銀河英雄伝説ii(ボ-ステ、力） PC-88SFUPC-9801、X68000、MSX2 9800円 8815 

5 大航海時代(光朱） 
PC-88SR、PC-9801、XI turbo、 
X68000、FM TOWNS'MSX2 9800円 *4 2104 

*1TOWNS版のみ1万6800円*2 TOWNS版のみ1万2800円*3 TOWNS版のみ8800円*4 TOWNS版、MSX2(ROM)版は1万1800円 
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•ゲーミングワールド部門アドベンチャーゲーム賞 
願位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 サイレントメビウス(ガィナンクス） PC-9801 1万4800円 的31 

S 黄金の羅針盤(リ/トヒルソフト） PC-9801 9800円 5583 

3 ミスティ•ブJb-(じックス） PC-88SRxPC-9801 8800円 4804 

4 メリコー^ランド(テ—5りエスト） FM TOWNS 8800円 3867 

5 あ一くしゆ(ゥルフ.-ハ） PC-88SR、PC-9801、X 68000、MSX2 6800円 ei的 

籲ゲーミンクワールド部門アクションゲーム賞 
_位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 プリンス•オフ.ペルシャ(フロダーノじドジャパン） PC-9801 880円 4720 

S フレイ(マィクロキャビン） MSX2、MSX Trubo R 7800円 4014 

3 夢幻戦士ヴァリスII (日本テレネット） PC-88SFUPC-9801、X68000、MSX2 8800円*， 3488 

4 イメージファイト(ァィレム/ビング） X68000、FM TOWNS 9700円/9800円 3056 

5 ビート/ \イス(風雅システム） PC-9801 8800円 2773 

*1X68000版のみ9800円 

•ゲーミングワールド部門テーブルゲーム賞 
顧位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 R 丫 U〜哭きの竜より〜(ウルフチと） PC-9801 1万1600円 4570 

S クオース(コナミ） PC-9801、X 68000、MSX2 6800円*, 3205 

3 パズルトピア(システムソフト） PC-9801 7800円 3007 

4 倉庫番/ X—フエクト(シンキングラビット/マイク□キャビン） PC -88SR、PC -9801、X1、X1 turbo、 
X 68000、MSX2 6800円 8183 

5 11/~ンマスターII (コン/マイル） MSX2 3880円 19B1 

*1MSX2版のみ5800円 

レモンちつく WORLD部門 
右ページのレモンちっく WORLD大賞を 

見るとわかるのですが、去年はとにかくア 

リスソフトががんばった丨年でした。各賞 

の5位までに入ったゲームをみると、レモ 

ンちつく WORLD大賞に2本^ベストグラフ 

イツク賞に3本Nベストシナリオ賞に2衣 

ベストタイトル賞にI本となっており、そ 

の圧倒的なアリスソフト•パワーを見せつ 

けられました。中でも『闘神都市」の人気は 

凄まじく、2月号のアンケートでも特集希 

望ゲームでダントツ丨位、そのあまりの人 

気で、今月号ではいろいろと4寺集をしてし 

まったくらいです。また、どの賞でも2位 

か3位になっており、最後まで「ドラゴンナ 

イトII」と争っていたのも、このゲームでし 

た。 

アリスソフトのゲームは、ゲームとして 

十分に面白いということはもちろん、グラ 
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•ゲーミングワールド部門ベストグラフィック賞 
順位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 サイレントメビウス(ガィナンクス） PC-9801 1万4800円 9305 

E サーク2(マィク□キャビン） PC-88SR、PC-9801、MSX2 8800円 8193 

3 フリンス.オフ.ペルシャ(フ□ダ-/。ドジャパン） PC-9801 8800円 1877 

4 ラヴーン(ズ〇 X68000 8800円 1528 

5 フライ下巻完結編(リバーヒルソフト） PC-9801 9800円 133E 

•ゲーミンクワールド部門ベストシナリオ賞 
願位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 サイレントメビウス(ガィナツクス） PC-9801 1万棚0円 52的 

2 サーク2(▽ィクロキャビン） PC-88SR、PC-9801、MSX2 8800円 4083 

3 アマランス(風雅システム） PC-9801 8800円 3568 

4 プライ下巻完結編(リバーヒルソフト） PC-9801 9800円 3451 

5 ミスティ.フツクス） PC-88SR、PC-9801 8800円 8139 

籲ゲーミンクワールド部門ベストサウンド賞 
讎位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 ミスティ•ブJb-(エニックス） PC-88SR、PC-9801 8800円 5308 

2 三國志II (光栄） 鼢轉麟数2画00、 1万4800円*, 4181 

3 アマランス(風雅システム） PC-9801 8800円 3233 

4 グラナダ(ゥルフ.チーム） X68000 8800円 2591 

5 サイレントメビウス(ガィナツクス） PC-9801 1万4800円 2300 
*1丁〇西问3版のみ1万6800円 

フィックの美しさが、ここまで支持された 

要素のひとつになっているようです。この 

状況を他のソフトハウスが黙っているわけ 

がありません。アリスソフトに触発されて 

なのか、最近の美少女ソフトはほとんどア 

ナログ16色になってきました。やっぱり細 

かくて色数が多いほうがキレイですもんね0 

今年の美少女ソフト界は、さらに過激 

(?)な丨年になるでしよう。 

•レモンちつ<WORLD部門レモンちつくWORLD大賞 

■1位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 ドラゴ> ナイトII (エルフ） PC-88SR、PC-9801、X 68000s MSX2 7800円 9708 

S 闘神都市(アリスソフト） PC-9801、FM TOWNS 6800円 8511 

3 ランス2(アリスソフト） M獅'WM01、 6800円 的93 

4 ぎやんさやん/ '(ニースペリフTール(カクテル.ソフト） PC-88SR' PC-9801、X68000、MSX2 6800円 6671 

5 (カクテル•ソフト） PC-88SR、PC-9801、X 68000s MSX2 6800円 5B93 

6 スロープ(クィーンソフト） PC-88SR、PC-9801 7800円 55BE 

7 DE. JA(エルフ） PC-88SR、PC-9801、X68000、MSX2 6800円 4550 

8 雀ボーグすすめ(ポニーテールソフト)- PC-88SR、PC-9801、MSX2 7800円 №71 

9 D.P.SSG (アリスソフト） 鼢■npsc-9801、X6_SX2、 6800円 4065 

10 スKDベリー大戦略(フェアリ-^ル） PC-9801、X68000 6800円 3838 
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•レモンちつ< WORLD部門ベストヴラフィック賞 
腰位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 D.P.S SG(アリスソフト） PM8$^C-98()1、X68亂 MSX2、 6800円 5635 

E 闘神都市(アリスソフト） PC-9801 vFM TOWNS 6800円 5320 

3 ランス2(アリスソフト） M麟酈 at'M01' 6800円 5018 

4 ドラゴンナイトII (エルフ） PC-88SR、PC-9801、X68000、MSX2 7800円 3085 

5 ス□ーブ(クィーンソフト） PC-88SR、PC-9801 7800円 3860 

D6-jinフアン部門 性が重要です。プログラ厶ができなく 

仲間を集めればなんとかなります。キ 

言売者の中には、「同人ソフトなんて、エツ 

チゲームばっかりなんだろ？」と勘違いし 

ている人もいるかと思いますが、そんなこ 

とはありません。確かにそ一ゆ一のもあり 

ますが、市販ゲームではマネできないよう 

な実験的なソフトも多く、未来の大ヒツト 

ゲームはここから生まれる……なんていう 

ことも、近い将来に必ずやってくるでしよ 

ろ。 
さて、今回初めて同人ソフトの人気投票 

を行ったわけですが、やはり日ごろ市販ゲ 

ームでは味わえないものに多くの票が集ま 

りました。Do-jinファン大賞の「ReFightj 

は、確かによくあるシューテイングではあ 

りますが、98や88ではめっきり少なくなっ 

た現在、貴重な作品だったのではないでし 

ょろか〇 

また、個M生的なキャラクタでプレイヤー 

をグイグイ引き付ける「遊擊隊く番外編〉」、 

見ているだけで面白い「赤ずきんちゃん 

喜々-など、去年は個性的な傑作がたく 

さん出た年でした。同人ソフトは、その個 

一本作つてみてください。そして、Do-jin7 

アンをおおいに盛り上げてください。 

〇「遊撃隊〈番外編〉このノリのファンは結構 
たくさんいるよラです 

•Do-jinフアン部門DO-jinファン大賞 

順位 ゲーム名(サークル名） 機種 得点 

1 ReFightcGrouo fto) PC-88SR、PC-9801 4381 

S TRIANGLE HEART’S(暗黒媒体ソフトゥェァ-ズ） PC-9801 xX 68000 3566 

3 桃太郎II〜お姬さまがいつばい〜(SOFT HOUSE TODO) PC-9801 xX 68000 3090 

4 遊撃隊〈番外編〉〜太平洋の赤い神風〜(TKO Soft) PC-88SR 8509 

5 えろてぃつく•まじかる•とりつぶ3〜最終章•王家の血統〜(ェレィンソフト） PC-88SR、PC-9801 8050 

6 Semi Double(美少女俱楽部） PC-88SR、PC-9801 1701 

7 家庭教師ADVENTURE 2(マィクロはげ升ビン） PC-9801 xX68000 1575 

8 魔龍牌(MAJESTIC TWOSOFT) MSX2 1063 

9 UNUSUAL BALL(studio dance./) MSX2 8的 

10 SHAM.CITY (バグ猫ソフト） PC-8801、PC-9801、MSX2 717 

•Do-jinフアン部門アイデア賞 
順位 ゲーム名(サーク，us) 機種 得点 

1 赤すきんちゃん喜々一発(N.S Soft) MSX 3108 

S Semi Double(美少女俱楽部） PC-88SR、PC-9801 8517 

3 TRIANGLE HEARrS(暗黒媒体ソフトウェア-ズ） PC-9801、X 68000 8456 

4 ReFight(G「ouD R204) PC-88SR、PC-9801 1533 

5 Sham_(KOB soft) PC-88SR 1381 
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•レモンちつく WORLD部門ベストタイトル賞 
騙位 ゲーム名(発売元） 機種 価格 得点 

1 ベロンチョ身体検査(ハ-ド） PC-88SR、PC-9801、MSX2 6800円 6805 

E 闘神都市(ァリスソフト） PC-9801、FM TOWNS 6800円 6521 

3 SBtfXoB (ハート電子産業） PC-9801、MSX2 7200円 6358 

4 (カクテル•ソフト） PC-88SR、PC-9801、X 68000、MSX2 6800円 5990 

5 雀ボーグすずめ(ポニーテールソフト） PC-88SR、PC-9801、MSX2 7800円 3508 

•レモンちつ< WORLD部門ベストシナリオ賞 
傾位 ゲーム名(発売元） 機撞 価格 得点 

1 DE.JA(エルフ） PC-88SR、PC-9801、MSX2 6800円 7275 

S ランス2(アリスソフト） PC-88SR、PC-88V A、PC-9801、 
X68000、MSX2、FM TOWNS 6800円 6851 

3 闘神都市(アリスソフト） PC-9801、FM TOWNS 6800円 6522 

4 ドラゴンナイトII (エルフ） PC-88SR、PC-9801、X 68000、MSX2 7800円 5665 

5 リツブスティツクADV.2(フェアリ-テ-ル） PC-88SR、PC-9801、X 68000、MSX2 6800円 4438 

•Dd-jinフアン部pgユーモア賞 

覼位 ゲーム名(サークJUS) 機種 得点 

1 遊撃隊〈番外編〉〜太平洋の赤い神風〜(TKO Soft) PC-88SR 1691 

S 桃太郎II〜お姬さまがいつぱい〜(SOFT HOUSE TODO) PC-9801、X 68000 1538 

3 名探偵ぬまりん2<A.R.E. SYSTEM) MSX2 1311 

4 赤すきんちやん喜>7一発(N_S Soft) MSX2 1258 

5 衰最1作戦へろへろおぺれ一しよ/iKH. E.〇Software) PC-88SR 11B5 

•Do-jinフアン部門ベストワラフィック賞 
順位 ゲーム名(サークル名） 機種 得点 

1 PUZZLES (エテルナ電脳室） PC-9801 2367 

E 桃太郎II〜お姬さまがいつばい〜(SOFT HOUSE TODO) PC-9801、X68000 1865 

3 家庭教師ADVENTURE 2(マィク□はげチャビン） PC-9801 1582 

4 魔龍牌(MAJESTIC TWOSOFT) MSX2 1473 

5 あだつ <2 5 (マィクロはげチャビン） PC-9801 1209 

•Do-Jinフアン部門ベストタイトル賞 
顧位 ゲーム名(サ-クル名） 機種 得点 

1 桃太郎II〜お姬さまがいつばい〜(SOFT HOUSE TODO) PC-9801xX68000 2015 

2 残酷志(ASS) PC-88SR 1996 

3 アタタ•メチヤ•カルト(TKO Soft) PC-88SR 1718 

4 これつてで一すれJ〇N G(T&H PROJECTS) X68000 1372 

5 玉閽寺3階攻め(ュニ-クス） PC-88SRs PC-9801 1317 
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ぼしくな。たら、もう待てなし、/とにかく速い// 

!■ •申し込みは右のような形で、明確 
に醫いてご注文ください0 

•代金は郵便局で現金書留、為替お 
よび郵便振替にてお送り下さい。 

•送料•消費税は必要ありません。 
•ただし、売価合計が5.000円未満の 
場合は送料500円を追加してお申 
以みください。 

參バソコンゲームソフトは全てのメー 
カーを取り扱っております。（ソフト 
ベンダーと一部の謹販メーカー在 
mo 

•リストにないソフトは10%引ぎで"To 
•未髡売のソフトは予約扱いとさせて 
頂きますので、髡売にな〇次第髡送 
致します。 

•古いソフトをご注文環く場合は、まず 
お電話にて在庫％確Rください0 

_し込み書1(例） 
お名前_ 
ご住所〒 

売価合計丨 

1 新品ゲームソフト(アイウェオ順} ★印は未発売のソフトです。 

參しユヵマ:;クvo，e 

參アウトサイドストーリー 
籲アルフェイム 
參あぶない天狗伝説 
•アユミ 
籲あやよさんの課外授業 
參石道 
•維新の■ 
•イースhi 
•イミテーシ3ン《*1?ない 
籲イルミナ 

籲ウイザートリー#5 

參ウルテイマ川 
參ウォ-夕-フQントアドベンチャ- 

參ラろつき璽子 
參宇宙かけるビジネスマン 

6.800 6 

6.800 6 

6.800 6 

參ランス丨• II 6.800 6 

•あ一くしゆ 6.800 6 

翁アレスタ2 6.800 6 

籲アンデットライン 6.800 6 

籲維新の嵐(D) 9.800 8 

籲維新の*(R) 11.800 10 

•イースIII 8.700 7 

★イルミナ/ 6.800 6 

籲イミテーションは愛せない 6.800 6 

籲宇宙翔けるビジネスマン 6.800 6 

★ウィザードリィIV 12.800 11 

籲エクスタリアン 6.800 6 

籲S□スナッチヤー 9.800 8 

•ウィザードリィ3 9.800 8 

★ X指定 6.800 6 

籲エメラルドドラゴン 未定 一 

PC-9801シリーズ 

信長の野望武将風雲録 
3月23日発売予定予約受付中/ 

•フルトンレイシナリオV0L.2 4.800 4.320 

★ブラックレインポーII 8.800 7.920 

★プリンセスメーカー 12.80011.520 

★ペロンチョ邐泉旅行 未定—— 

★ヴェインドリーム 未定 - 

• BEAST 7.800 7,020 

★ポッキー2 7.800 7.020 

•ミュージックシナプス15.00013.500 

參MIDIBRAIN 48.000 43.200 

參满開電飾 7.800 7.020 

★ブランマーカー 6.800 6,120 

•ファーストクイーン 8.800 7.920 

•ファーサイドムーン 9.500 8.550 

•フルームーンストーリー 6.800 6.120 

•フオクシー 6.800 6.120 

•ファンタジーIV 9.800 8.820 

參ブルトンレイシナリオエディタ集4.800 4.320 

參ボビュラス 9.800 8.820 

★星の砂物語 6.800 6.120 

參ボッキー 7.800 7.020 

•煩悩予備校 7.800 7.020 

•麻雀悟空一天竺への道一9.800 8,820 

鲁マンスターオプモンスターズ2 8.800 7.920 

•ミュージアム4システム12.80011.520 

參5ュージアム4サウンド 7.800 7.020 

參ミュ-ジアム4デ-夕SB対応 4.800 4.320 

•ミュージアム4データMD対応 4.800 4.320 

•メルヘンパラダイス 6.800 6.120 

癱森田の将棋II 10.000 9.000 

•やじ〇まべナントレース 7.800 7,020 

•やじうまベナントレ-ス■デ-夕 4.800 4.320 

★UFO 未定 — 

★ UNION 6.800 6,120 

參46儷年物語 9.200 8,280 

•ライヒスリッター 8.000 7.200 

•ラプソディーウェティング 6.800 6,120 

•ランペルール 9.800 8.820 

★レイ)レロードタイクーン 未定 — 

❿ランス 6.800 6.120 

參ランス11 6.800 6,120 

★口ードモナーク 9.800 8.820 
★688アタックサブ 未定 —— 
•RYU〜哭きの竜〜 11.600 10.440 

•RAY-GUN 6.800 6.120 

★ルーンワース2 6.800 6.120 

★ルーンワース3神聖記光■ 未定 — 

★レッドストームライジング 10.800 9.720 

❿レジオナルパワー 9.800 8,820 

•ROUGE-真夏の口*！- 6.800 6.120 

參ロードス雇戦記 9.800 8.820 

籲ロードス鹿戦記福神瀆3.800 3.420 

•私をゴルフに達れてって7.800 7.020 

□PC的シリーズロ 
商品名 定価売価 

□P。的シリーズ□ IDPCMBシリーズ□ IDPO的シリーズ□ 
商品名 定価売価 商品名 定価売価 商品名 定価売価 

•ランスU 6.800 6.120 

•D.P.S.SG 6.800 6.120 

•パーステイル 9.800 8.820 

□MSXシリーズロ 
商品名 定価売価 

•トンネルズSトロルーズ 9.800 8.820 

•ドラゴン•ナイト 6.800 6.120 

•トリロシー 6.800 6.120 

•ナビチューン 8.800 7.920 

鲁傕長の野望戦国群雄伝9.800 8.820 

•值畏の野望武将風雄 9,800 8,820 

•八ラキリ 8.700 7.830 

•ヴァリスH 8.800 7.920 

•パルパトウスのII女 7.800 7.020 

•晴れのちおおさわぎ 5.800 5.220 

★パーステイル 9.800 8,820 

參はっちゃけあやよさん3.800 3.420 

★はっちゃけあやよさん3 3.800 3.420 

•ピュアE 6.800 6.120 

•ヒーローオプランス 7.500 6.750 

•PIAS(ピアス） 6.800 6,120 

•FORMULA C.M.S 9.700 8.730 

•ブライ（上巻） 8.800 7.920 

參フォクシー 6.800 6.120 

•ブルームーンストーリー 6.800 6.120 

•ファンタジーIV 9.800 8.820 

•ファーラの時結界 8.800 7.920 

•ブランマーカー 6.800 6,120 

★ブロンティス 未定 一 
•ベロンチョ身体検査 6.800 6.120 

★ヴェィンドリーム 未定 一 

★ペロンチョ温泉旅行 未定—— 

★BEAST 7.800 7.020 

★星の砂物語 6.800 6.120 

•ポッキー 7.800 7,020 

★ボッキー2 7.800 7.020 

•ホールチェイサー 5.800 5,220 

•マスターオブモンスターズ8.800 7.200 

參麻雀クリニック増刊号7,800 7.020 

•マイトSマジックB00k2 9.800 8,820 

•無敵刑事大打擊 8.800 7.920 

•MUSIC BOX 3.980 3,582 

•ミラーズ(CD-ROM) 9.800 8,820 

參メルヘンパラダイス 6.800 6.120 

• メフイスト 8.800 7.920 

★ メデイフローラの泉 5.800 5,220 

•やじうまペナントレース2 9.800 8.820 

•ラブソディーウェディング6.800 6.120 

參ランスUI 6.800 6.120 

•ランペルール 9.800 8.820 

•リップスティックADV2 6.800 6.120 

•ROUGE-Mの口紅一 6.800 6.120 

★私をゴルフに邃れてって7.800 7,020 

•ワールドゴルフIII 8.800 7.920 

□ PC的VA □ 
商品名 定価売価 

□P。的シリーXD 
商品名 定価売価 

•スーパー大戦略 8.800 7,92( 

•ス-パ-大鼷マップコレクション 5.000 4.500 

•水滸伝SW付 12.20010.980 

•スロープ 7.800 7.020 

參スクールラお一ず 6.800 6,120 

•ストロペリー大戦略 6.800 6.120 

★スターグライダー2 未定 — 

★スクールうお〜ず② 6.800 6.120 
★ゾークI 7.800 7.020 

•世界でいちばん君がすき 5.800 5.220 

★戦極 SENGGKU 9.800 8,820 

攀即戦力の定石(上巻） 9.800 8,820 

•ソーサリアン 9.800 8.820 

•ソーサリアンシナリオ各3.800 3,420 

籲即戦力の定石三々編 9.800 8.820 

參ダンジョンマスター 9.800 8.820 

參矽ンジ3ンマスタ-カオス9.800 8.820 

參大戰略III’90マップコレクション5.000 4.500 

•大戰路マップデータ集HI 3.600 3.240 

•大戰略UIパワーアップキット 5.000 4.500 

•大戦略II厂90 9.800 8,820 

•ダークレイス 9.600 8.640 

•ダークレイスII 9.800 8.820 

•大航海時代 9.800 8,820 

參大航海時代SW付 12.800 11.520 

•大海令 13.80012.420 

★タイタンのおきて 7.800 7,020 

參規關別プドヤ-刀WVol.1 3.900 3.510 

•ディスクステーション各号3.980 3,582 

•DISMIX創刊号 3.500 3.150 

★D-P-S SGシナリオ集未定 一 
籲D旧MIX2号 4.200 3.780 

•□一 欧州蜃気楼一 12.80011.520 

学■!/パー为ンアップ 8.800 7,920 

參提督の決断 14.80013.320 

參天下統一 9.800 8.820 

•デュエル 8.700 7,830 

•ティルナノーグII 9.800 8.820 

籲電脳学園II、III 各8,800 7.920 

•D.P.S.SG 6.800 6.120 

•天使たちの午後•番外III 8.800 7.920 

•天と地と 12.80011.520 

•DE-JA 6.800 6.120 

•D.P.S. 5.800 5.220 

•ドラゴンナイトII 7.800 7.020 

•トンネルズSトロールズ 9.800 8,820 

•ドラゴンナイト 6.800 6.120 

春ドラゴンスレーヤー6 8.700 7.830 

★轟 未定 —— 
參ドラゴンウォーズ 9.800 8.820 

參H神都市 6.800 6.120 

•ドラゴンアイズ 6.800 6.120 

★價畏の野望武将風錄 9.800 8.820 

❿通かなるオーガスタ 12.800 11.520 

•パトル 12.800 11.520 

•パズルトピア 7.800 7.020 

•パーステイル 9.800 8,820 

★はっちやけあやよさん3 3.800 3.420 

參ピンクソックス3号 2.800 2,520 

參ピンクショックパイレーツ 3.800 3.420 

★ビーストロ_ド 7.800 7.020 

•ピンクショックパイレーツE 3.800 3.420 

•ピンクショ，カパイU-ツ3 3.800 3.420 
•ピンクソックス創刊号 2.800 2.520 

•ピンクソックスS号 2.800 2.520 

參PIAS(ピアス） 6.800 6,120 

••ピュア2 6.800 6.120 

參ブライ下巻完結編 9.800 8,820 

•プリンスオブペルシャ 8.800 7.920 

•ブライ（上#) 8.800 7.920 
•ブルトンレイ 8.800 7.920 

參プルトンレイシナリオエディタ 5.800 5.220 

參ブラックレインポー 8.800 7.920 

•ブリッツクリーク 6.800 6.120 

★フォクシー2 7.800 7.020 

★ファーラの時結界 8.800 7,920 

•フアーストクイーンE 8.800 7.920 

• A 列孽で行こ5IH 12.80011.520 

★アルシャーク 9.800 8.820 
舍八列華で行こラH_ ^5& _ 
wマップコレクション 不疋 
•アクティー 9.800 8.820 

參アマランス 8.800 7,920 

6.800 6.120 

•茲ゴクv。13 6.800 6.120 

6.800 6.120 

參あやよさんの課外授業 3.800 3.420 

•イルミナ/ 6.800 6.120 

參イースIII 8.700 7.830 

參囲籌通壩入門 9.800 8.820 

春囲署大将位 12.800 11.520 

參囲*大将位V2 17.800 16.020 

鲁囲籌定石大将 12.80011.520 

★ Figステノレスフアイター 未定 — 

★栄冠は君に2 未定 — 

•エメラルドドラゴン 9.800 8.820 

•エクスタ1」アン 6.800 6.120 

•朱冠は君に离校野球大会 9.500 8.550 

★エU-卜 未定 — 

籲エイトレイクスゴルフクラブ 4.800 4.320 

★エクスプロラーズ 6.800 6,120 

參X指定 6.800 6.120 

籲F-15ストライクイーグル11， 10.800 9.720 

鲁黄金の羅針磐 9.800 8,820 

參億万II者11 9.800 8.820 

•ガンシップ 11,800 10,620 

參彌〇遵は危険がいっぱい 8.800 7.920 

•キャンペーン版大戦BU 9.800 8,820 

□PC的シリーズロ 
商品名 定価売価 

擊帰ってきた探偵団X 5.800 5.220 

•腰炎迷宮 8.800 7.920 

★帰り道は危険がいっぱい8.800 7.920 

參キャンペーン版大戦BII 8.800 7.920 

4.500 4,050 

色gじナ.」ォ_ 9.800 8.820 

•銀河英雄伝説 8.800 7.920 

河英雄伝税II 9.800 8.820 

•銀河英雄伝說シナリオ集4.800 4.320 

•銀河英雄伝说set 11.60010.440 

•銀河 7.800 7.020 

•きゃんきゃんパニー 5.800 5.220 

參きゃんきゃんパこ-スぺリオ-ル6.800 6.120 

イ^シ■ン9.800 8.820 

•XYia(キサナ） 6,800 6,120 

參クリスタルドリームII 7.800 7.020 

•クロッキー 6.800 6.120 

•グラムキャッツ 7.80Q 7.020 

•クラックス 7.800 7.020 

•ソ-プランドスト-リ-PART2 7.800 7.020 

•財の貴公子(トンワース） 8.800 7.920 

•殺しのドレス2 6.800 6,120 

•三国志II 14.80013.320 

•三国志II SW付 17,200 15.480 

•サーク 8.800 7.920 

•サーク II 8.800 7.920 

•サパッシュ 7.800 7.020 

★サパッシュ2 未定—— 

★CAL 6.800 6.120 

籲シュヴァルツシルト119.800 8.820 

•上海II 6.800 6.120 

•雀聚丨 8.800 7.920 

★ジーザスII 未定—— 

★G戦略 未定 一 
•将棋大将昍 9.200 8.280 

•新•家計簿 8.700 7.830 

暑雀ボーグすずめ 7.800 7.020 

_自己中心派2、3 各6.800 6.120 

镛自己中心派パズルゲーム 6.800 6.120 

•水;許伝 9.800 8.820 

參水;許伝SW付 12.20010.980 

參スタートレーダー 8.700 7.830 

•スーパー大鞋輅 8.000 7.200 

•ス-パ-大I明マップ:1レクション4.800 4,320 

★スケパン戦国史 未定—— 

•スロープ 7.800 7,020 

•スクールうお一ず 6.800 6.120 

參スターシップランデブー 7.800 7.020 

•ゼロ 8.800 7,920 

癱せまってみたい 6.800 6.120 

•世界で一番君が好き 5.800 5.220 

•ソーサリアン 9.800 8.820 

•ソーサリアンシナリオ各3.800 3.420 

•大航海時代 9.800 8.820 

•大航海時代SW付 12.20010.980 

•ダンガイオー 8.800 7.920 

•ダイナソア 8.700 7,830 

•テイルナノーグH 8.800 7.920 

•テトリス 6.800 6.120 

•デュエル 8.700 7.830 

• D.P.S.SG 6.800 6.120 

★D-P-S SGシナリオ集未定 一 
• DCコネクション 8.800 7,920 

耱デストラクション上、下巷各6.800 6,120 

•提« の決断 14.80013,320 

•提督の決断(SW付）17.20015,480 

參天と地と 9.800 8,820 

★闢神都市 6.800 6.120 

★ドラゴンアイズ 6.800 6.120 

•トワイライトゾーン4 7.800 7.020 

參ドラゴンナイトII 7.800 7,020 

參電脳学_1、11、川 各8.800 7.920 

•天使たちの午後III 8.800 7.920 

•天使たちの午後•番外III 8.800 7,920 

• D.P.S. 5.800 5,220 

•DE-JA 6,800 6.120 

參ドラゴンスレーヤー6 8.700 7.830 

參銀河英雄伝説 8.800 7.921 

•銀河英雄伝説シナリオ集 4.800 4.320 

籲銀河英雄伝説set 11.600 10,440 

參鑲河英雄伝説2 9.800 8.820 

•銀河 7.800 7.020 

★今日もキャンパス？ESJ孵旅}« 6.800 6.120 

鲁機甲師団 9.500 8.550 

♦きゃんきゃんパニ-スべリオ-ル 6.800 6.120 

•X*na (キサナ） 6.800 6.120 

9.800 8.820 

•クォータースタッフ 9.800 8.820 

籲クエスト•フォー•グローリィ9.800 8,820 

•黑衣の爾公子UI/-ンワース）8.800 7,920 

鉄の騎士 7,800 7.020 

★コマンドHQ 未定—— 

•コンピュータの卵 8.800 7.920 

★サパッシュII 未定—— 

•三国志 II 14.80013.320 

•三国志11 SW 付 17.20015.480 

參斬-アナログ版 9.800 8.820 

❿斬-デジタル版 8.800 7.920 

#斬- 

•9H 
參斬〜夜叉円舞曲〜 9.800 8.820 

•サーク 8.800 7.920 

•サイレントメビウス 14.80013.320 

★Thanatos 6.800 6,120 

•SAP特殊行動霤察 6.800 6.120 

•CAL 6.800 6.120 

•手天靈子 8.800 7.820 

❿雀麈登龍門 9.800 8.820 

•雀ポーグすずめ 7.800 7,020 

★ G戦略 7,800 7,020 

參JET 9.800 8.820 

參シ-ナリディスクBヨ-0ッバツア-4.800 4,320 

•シーナリディスク11 4.800 4.320 

參シーナリディスク15 4.800 4.320 

參シムシティー 9.800 8.820 

參雀豪2 9.800 8.820 

參シュヴァルツシルトII9.800 8,820 

•将棋データベース赤籯士 9.800 8.820 

參スーパーパトルスキンパニック9.800 8.820 

★スケパン戰B史 未定—— 

★スライス 7.200 6.480 

•Span of Dream 12.80011.520 

•水滸伝 9.800 8,820 
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消費税不要•全国無料配達 
|By|0T詹，、，ゲーい门卜の (北海遵、九州、沖縄方面ち無料です） 

フレンド 
送り先： OA八ウスフレンド通販部〒926石川県七尾市みそぎ町イ-35-3 (J闩七尾駅前） 
Tel.0767-52-3683 Fax.0767-52-0632 通販部営業 PM1:〇〇〜PM8:00 

新品ゲ ムソフト（アイウェオ順） ★印は未発売のソフトです。 

□MSXシリーズU 
商品名 定価売価 

參怨霊戦記 9.800 8,820 

參ガンシップ 9.800 8.820 

•爝ってきた探偵団X 5.800 5.220 

•神の聖都 9.800 8,820 

•ガールズパラダイス 7,800 7,020 

•銀河英雄伝説 8.800 7.920 

參銀河英雄伝説シナリオ集 4,800 4,320 

•銀河英雄伝説Set 11.60010.440 

•銀河 6.800 6.120 

•銀河英雄伝説II 9.800 8,820 

★x’na(キサナ） 6.800 6.120 

•禁断のパラダイス 6,800 6.120 

•きゃんきゃんパニ-スぺリオ-ル6,800 6,120 

★クォータースタッフ 未定 - 

♦グラフザウルス 9.800 8.820 

•クリムゾンII 7.800 7.020 

♦クリムゾン111 8.700 7.830 

•グラムキャッツ 7.800 7,020 

參黑衣の霣公子(ルーンワース） 8,800 7,920 

籲殺しのドレス 6.800 6,120 

•コラムス 7,200 6,480 

•サークII 8.800 7,920 

★サウルスランチVol.3 3.400 3,060 

•三国志 II 14.80013,320 

參三国志II SW付 17.200 15,480 

•サーク 8.800 7,920 

♦シュヴアルツシルトII9.800 8,820 

•シンセザウルスVer.2.0 7.800 7,020 

♦上海 6.800 6,120 

•湘南伝説 7,800 7,020 

參私鉄沿線殺人事件 8.800 7,920 

♦ジャックニクラウスゴルフ8.800 7.920 

★ CAL 6,800 6,120 

❿SEED Of DRAGON 10.910 9.810 

★Thanatos 6,800 6,120 

•水滸伝(□) 9,800 8,820 

鲁水滸伝(CDS W付 12,20010,980 

•スーパー大戦略（口） 8.800 7,920 

參スーパーピンクソックス 4.800 4,320 

參聖戦士ダンバイン 8.800 7,920 

•世界で一番君が好き 5.800 5,220 

•世界でいちばん君がすさ5.800 5.220 

•大航海時代 丨1,80010,620 

•大航海時代(SW付）12.20010,980 

♦ □E，JA 6.800 6,120 

•ディスクステーション各号2,940 2,646 

•ディスクステーションDX号3.880 3,492 

★D-P-S SGシナリオ集未定 一 
•テトリス 6.800 6,120 

參電脳学園HIトップをねらえ 8.800 7,920 

參ティルナノーグ 8.800 7,920 

• D.P.S.SG 6.800 6.120 
春テグザ—2 7.800 7,020 

春DCコネクション 8.800 7,920 

•電脳学園 8.800 7.920 

•襲学則八イウェイパスタ- 8.800 7,920 

籲天使たちの午後川 8.800 7,920 

•天使たちの午後•番外III 8.800 7.920 

★提督の決断(DISK)14,80013,320 

★提督の決断 SW 付(DISK)17,20015.480 

★ドラゴンアイズ 6,800 6,120 

★闘神都市 6,800 6,120 

參ドラゴンナイト 6.800 6,120 

•ドラゴンナイトII 7.800 7,020 

•トリ□ジー 6.800 6.120 

參ドキドキカードリーグ5.800 5.220 

•トワイライトゾーン4 7.800 7.020 

•ドラゴンスレイヤー6 8.700 7.830 

參ナビチューン 8.800 7,920 

_信長の野望戦国群雄伝(□) 9.800 8,820 

•ヴアリス 11 8.800 7,920 

籲八ットリス 6.800 6,120 

★はっちゃけあやよさん3 3,800 3,420 

•花のももこ組 8.700 7.830 

•ピンクソックス〗-2 -3 7.800 7,020 

書ピーチアップ各号 3,800 3.420 

癱ピンクソックス4 3,600 3,240 

□MSXシリーズ□ 
商品名 定価売価 

■ピンクソックス各号 2,800 2.520 

• PIAS(ピアス） 6.800 6.120 

•フレイの冒険 7.800 7,020 

•ファンタジーIV 9,800 8.820 

•フライ（上巻） 8.800 7.920 

★フオクシー日 7,800 7,020 

7.800 7.020 

•ファンダムライブラリー7 6.800 6.120 

•フリートコマンダーII4,800 4,320 

•ウイザードリイーIII 9.800 8,820 

★BEAST 9.800 8,820 

參ファミクルパロテイックE 7.800 7.020 

•ペロンチョ身体検査 6.800 6.120 

★星の砂物語 6.800 6.120 

•ポッキー 6.800 6,120 

★ボッキー2 7.800 7,020 

•マ仆アンドマジックBOOK2 9.800 8.820 

•ミデイザウルス Ver.l.OST 19.80017,820 

• メンバーシップゴルフ7.800 7,020 

• メルヘンパラダイス 6.800 6,120 

♦妖魔降臨 7.800 7,020 

•ランペルール 9,800 8,820 

•ランス 6,800 6.120 

★ランスII 6.800 6,120 

_ランダーの冒険m 7,800 7,020 

參レイドック2(2+) 6,800 6,120 

•レナム 8.800 7,920 

• 口ードス島戦記 9.800 8.820 

參ロードス島戦記福神瀆3.800 3,420 

• ロボクラッシュ 7.800 7,020 

• ROUGE -霣紅の口紅一 6.800- 6.120 
★私をゴルフに連れてって7,800 7,020 

★ワンダーボーイ 7,800 7,020 

□ XI TURBO 口 
__a?Qp«_ 

•ランペルール 9,800 8,820 

★信長の野望武将風雲録未定—— 

★提督の決断 未定—— 

□ XB8000 □ 
......^1®...^!®. 

★アルシャーク 9,800 8,820 
• A列車で行こうHI 12,80011,920 

參アトミックロボキット8,800 7.920 

•イース III 8.700 7,830 

★イルミナ/ 6,800 6,120 

參イメージファイト 9,700 8,730 

參うろつき童子 6.800 6,120 

參ウルテイマV 9.800 8,820 

參エクスタリアン 6.800 6.120 

籲エメラルドドラゴン 9.800 8.820 

★エイリアンシンドローム未定—— 

• FZ戦記AXIS 8.800 7.920 

• A列車で行こうffl 未定—— 

★X指定 6,800 6.120 

★SAP特殊行動■察 6.800 6.120 

★ガンパスター 未定—— 

參ガンシップ 11,80010,620 

•燔〇道は危険がいっぱい7.800 7,020 

籲機甲師団 9.500 8,550 

• X'na(キサナ） 6.800 6,120 

•銀河英雄伝説 8.800 7.920 

•銀河英雄伝説シナリオ集 4.800 4,320 

•銀河英雄伝説set 11.60010.440 

參銀河英雄伝説II 9.800 8.820 

#キャンペーン版大戦略II 9.800 8,820 

參グラナダ 8.800 7,920 

鲁クオース 6.800 6,120 

參クラックス 7.800 7,020 

參斬 9.800 8.820 

•斬-シナリオコレクションVol.l4.200 3.780 

參斬-シナリオコレクションV0I.2 4.200 3.780 

參サーク 8.800 7.920 

•三国志[I 14.80013,320 

•サンダー.プレート 9.500 8.550 

★棋太平 未定—— 

□ XB8000 □ 
商品名 定価売価 

★Thanatos 6,800 6,120 

參サイバリオン 8.800 7,920 

參CAL 6.800 6,120 

•ジェノサイド 8.800 7,920 

★サイレントメビウス 14,80013.320 

★シュヴァルツシルトII12.80011,520 

•ジェミニウィング 8.800 7,920 

•シュヴァルツシルト12.80011,520 

參スペースローク 9.800 8,820 

•ストロベリー大戦略 6.800 6,120 

•水滸伝 9.800 8,820 

•スーパー大戦略.68K 8.800 7.920 

★スパン•オブ•ドリーム12,80011.520 

•スーパー八ングオン 8,800 7,920 

•世界でいちばん君がすき5.800 5,220 

參ソルフイース 8.800 7.920 

•ダンジョンマスター 9.800 8.820 

•ダウンタウン熱血物語8.800 7,920 

•.ダイナマイトデューク8.800 7,920 

•大航海時代 9.800 8,820 

鲁大航海時代SW付 12.20010,980 

參D〜欧州蜃気楼〜 12,80011.520 

•提督の決断 14.80013,320 

籲天下統一 9.800 8,820 

★D.P^S SGシナリオ集未定—— 

• □旧MIX1号 3.800 3.420 

參DE-JA 6.800 6.120 

• D.P.S.SG 6.800 6,120 

• D.P.S. 5.800 5,220 

•トンネルズ8トロールズ9.800 8,820 

•ドラゴンナイト 6.800 6.120 

★生中継68 8.800 7,920 

•NAIOUS 8.700 7.830 

•ナイトアームズ 9.700 8.730 

•ニューラルギア 8.800 7.920 

★ネメシス’90 8.800 7,920 

•熱血畐校ドッ刊HI/8サッカHi 8.800 7,920 

★ノスタルジア 11,80010.620 

參信長の野望戦国群雄伝9.800 8,820 

•靖れのちおおさわぎ 6.800 6,120 

★遥かなるオーガスタ 12.80011.520 

•はつちゃけあやよさん3.800 3,420 

★パロディウス 未定—— 

• PIAS(ピアス） 6.800 6,120 

參ぴんきいぼんきい① 5.800 5.220 

參びんきいぼんきい© 5.800 5,220 

參ぴんきいぼんきい② 5.800 5.220 

參ファンタジーゾーン 7.800 7,020 

★フオクシー2 7,800 7,020 

參ファースト•クイーン 8.800 7,920 

參プロテニスワールドコート8.800 7.920 

•ブルトンレイ 8.800 7.920 

•フオクシー 6.800 6,120 

參ブルトンレイシナリオエディタ 5.800 5.220 

★ファランクス 8.800 7.920 

參プリンスオブペルシャ8.800 7.920 

□ X68000 □PFMTQWNStl] 
商品名 定価売価 商品名 定価売価 

•BEAST 7,800 7,020 

•ファンタジーIV 9.800 8.820 

★ブランマーカー 6.800 6.120 

★ボンパーマン 7.800 7.020 

★煩悩予備校 7.800 7.020 

參ボピュラス 9.800 8.820 

★星の砂物語 6.800 6.120 

★麻雀悟空一天竺への道一 9.800 8.820 

★マープルマッドネス 未定 — 

★メルヘンメイズ 未定 — 

★メルヘンパラダイス 6.800 6.120 

•メタルサイト 8.800 7.920 

參闇の血族 8.800 7,920 

春閹の血族(完結編） 8.800 7.920 

•やじうまベナントレース 7.800 7.020 

籲やじうまペナントレース1990テ-夕 4.800 4.320 

★ UNION 8.800 6.120 

參遊擊王エアーコンバット 8.800 7.920 

•妖獣クラブ 6.800 6,120 

籲ラ•クーン 8.800 7,920 
參ランス 6.800 6.120 

•ランス2 

•ラブラスの魔 
•RAY-GUN 
春リングマスター11 

6.800 6.120 

8.700 7,830 

6.800 6.120 

8,800 7.920 

★flYU〜哭きの爾より〜11.60010,440 

★68Bアタックサブ 未定一 
參ROUGE-JH(の口紅一 6.800 6,120 

★私をゴルフに蓮れてって7.800 7.020 

•ワールドスタジアム 8.800 7.920 

□ FM TOWNS □ 
__ 

• AYA 8.800 7,920 

★R-TYPE 9.800 8.820 

參あぶないてんぐ伝説 5.800 5.220 

•アフターパーナー 9.800 8.820 

•Agent NET 18.00016,200 

•囲碁2 14.80013,320 

•囲碁道場 9.800 8,820 

•囲碁入門道壩 9.800 8,820 

•イメージファイト 9.800 8,820 

•インディジョーンズ 8.800 7.920 

•インビテーション 9.800 8,820 

•イラスト百科 9.800 8,820 

•ウィザードリィ5 12.80011.520 

參エボリューション 9.800 8.820 

★エメラルドドラゴン 未定—— 

★A列車で行こラHI 未定—— 

• F-BASIC38B 25.000 22.500 

參加厅ィマトト3トリ〇ジ-12.80011,520 

參エイトレイクスゴルフクラブ5.800 5,220 

★ Orgel 12,80011,520 

•おかしなマザーグース9.800 8.820 

參ガンシップ 11.80010.620 

參キャンキャンコレクション5.800 5.220 

參ギャラクシーフオース2 9.800 8,820 

參機甲師団 9.500 8.550 

•コラムス 7.200 6,480 

參38万キロの虚空 9.800 8.820 

參ザ•マンホール 8.800 7,920 

春三国志 II 16.80015,120 

★サークII 9,800 8,820 

參ザ•デート 9.800 8,820 

參上海 11 5.800 5,220 

★シャーロックホー厶ズ未定 - 

♦ CAL 6.800 6,120 

•シムシティー 8.800 7.920 

★シムアース 未定—— 

•シューティングTOWNS 12.80011.520 

•スーパー大戦略 8.800 7.920 

•スペースローグ 9.800 8.820 

參ダンジョンマスター 8.800 7,920 

參縞ダンジョンマスタ-カオスの逆襲9.800 8.820 

•闘神都市 6.800 6,120 

參スーパーオデッセイ 9.700 8.730 

參水滸伝 11.80010.620 

參日本の歴史維新編 7.800 7,020 

•日本の歴史戦国編 7.800 7.020 

•維新の窳 11.80010,620 

攀帝都大戦 7,800 7,020 

參森田将棋II 14.80013,320 

參囲碁道場破り 7.800 7.020 

•麻雀武藏 9.800 8.820 

★ Z’S STAFF PRO TOWNS 58.000 46.400 

參大航海時代 11.80010.620 

參ターボアウトラン 9.800 8.820 

★タイト_チェイスHQ未定 - 

參T.D.F 8,800 7.920 

★D.P.S SGシナリオ集未定一- 

參D.P.S.SG 6.800 6.120 

•提督の決断 16.80015.120 

♦ □.P.S. 5.800 5.220 

參ドラゴンスレイヤー 8.700 7,830 

★トンネルズSトロールズ 9.800 8.820 

參日本の歴史）！族編 7.800 7,020 

•信長の野望戦国群雄伝11.80010,620 

參遥かなるオーガスタ 12.80011,520 

•パプルポブル 9.800 8.820 

參八イパーブラネット 12,800 11,520 

•バンドくん 18,800 16.920 

★パトルチェス 8,800 7.920 
•パズニック 7.800 7,020 

參バルーサの復霤 8.800 7,920 

參⑽ぽ本V。，.3 3.800 3,420 

3.800 3,420 

8.000 7.200 

• PIAS(ピアス） 6,800 

9.800 

6.120 

參ファイナルブロー 8.820 

★BEAST 7.800 7,020 

❿ホームタウスUSA 5.800 5.220 

_ポピュラス 12.800 

- 9.800 

11.520 

•麻雀悟空一天竺への遒 8,820 

• ROUGE — JH(の口 IH 一6.800 6.120 

•メリーゴーランド 8.800 7,920 

•My Fair Lady CAN n 18.000 16.200 

•My Fair Lady CANm 18,000 16.200 

•メモU—ズ 8.800 7,920 

★圃の血族スペシャル 12,800 11.520 

參ランス 6.800 6.120 

•ランスU 6.800 6.120 

參ラストサバイバー 9.800 8.820 

•ライザンパー 8.800 7,920 

參ランペール 11.800 10.620 

★Loom 8.800 7.920 

•ルパン3世 9.800 8.820 

參レインフオーサー 8.800 7.920 

• ROCKET RANGER 9,800 8,820 

參おっとアニメ君 45.000 36,000 

•ザック•マックラッケン8,800 7,920 
•八イパーアドレス 7,000 6.300 

★サーク11 8.800 7,920 

★Word Look 28.000 25.200 

大特価コーナー 
このコーナーのケーAソノ M,t "!v 〇 
かありまr©c..パu/,にこ〇)小mu」し 
て下さい *，•ぐ：：：：.：：-■ 
1.000円均ーコーナー 

•クライシス PC88 

•同人ソフトセレ^ションE 户C98(5HD) 

•トリトーンII PC昍 
參おんなの子け〜さつたい PC88 

參MUSIC BOX PC90(5HD) 

2.000円均ーコーナー 

•ガルフストリーム PC 昍(5HD) 

•フアンデーシヨン PC 昍(5HD) 

•プロ野球ファミリ-スタ分ムMSX2(DISK) 

•パックマニア MSXE(DISK) 

•めいず君 PC昍 
參リーチオブスター ズ PC98(3.5HD) 

3.000円均ーコーナー .-….... 

•気分はばすてるたつち PC昍 
參気分はばすてるたつち XB8 

參驀キチくん(中級） PC98(5HD) 

•白夜物語 MSXE(DISK) 

籲魔浄理子 PC98(5HD) 

參キユープランナー’ X68 

鲁クオース X昍 
參セーラー服戦士フェリスPC9B(5HD) 

參セーラー服戦士フェリスPC98(3.5HD) 

6,500円均ーコーナー 

參インペリアルフォースPC98(5HD) 

參サーク11 PC9B(5HD) 

3割引ぎコーナー 

•斬-夜叉円舞曲-PC80 (561)6.860 

•大戦略HI PC册(5HD)(売価)6.册〇 

籲大戦略IH PC90(3.5HD)(売価)6.860 

參栄冠は君に X68 (売価)6.650 

•スペースローグ PC98(5HD)(売価)6.860 

參晴れの娜加きMSX2(DISK)(売価)4.760 

籲靖れのちおおSわぎPC90(3.5HD)(売価)4.7B0 

籲リッ方テンクADV PC88 (売価)4,760 

PC-9801シリーズ 

ポツキー2 
3月下旬発売予定予約受付中./ 

いゲーム•機種•メディア☆ハガキでご注文される方は代引希望と書いて下さい。尚、代引手数料500円必要になりまt。 



激安ソフト/ mPC98 
全国通信販売OK// 

15時迄にお申し込みの方には 
翌日到着がOK/ 
(残念ながら北海道、沖縄、離島は除く） 

PC-的01用ゲームソフト 

代金引換便OK/ (手数料600円） 

X的000用ゲームソフト 
① X，na 
② メルヘンバラダイス 
⑧ルージュ 
④ 帰り道は危険がいっぱい 
⑤ DEJA 
⑧アスユーライク 
⑦ DPS SG 
⑧ きやんきやんバニー 
⑨ ブ□ミストランド 
⑩ サイレントメビウス 1 
⑪ろろつき童子 
⑫TOKYO•アフターファイフ 
⑬ドキドキカードijーグ 
⑭ランべルール 
⑮バズニック 
⑯パズルトピア 
⑰栄冠は君に 
⑱陽災迷宮 
⑲D 
⑳プ1Jンスオフペルシャ 
㉑AVピンキー 
㉒ご<ら< 天国 
⑳ぶりんぐあっぶ 
㉔MUSIUM4システム 1 
㉕MUSIUMサウンド 
⑳MUSIUMデータ2 
㉗MUSIUMデータ3 
⑳MUSIUMデータ4 
㉙アウトサイドストーU一 
㉚無敵刑事大打撃 
㉛バースティル 
㉜ MIST 丫 4-5.6 各 
㉝ METAL 0RANG 
㉞ダークレイス1_2 
㉟バルバトウスの魔女 - 
㉚大戦略HI ’90 
㉗銀河英雄伝説2 
⑳ディスクステーション98 

創刊準備号 
㉚F15ストライクイークル2 
⑩億万長者2 
㉛ドラコンスレイヤーVI 

©JOSHUA 
⑬大戦略111パワーアッフ 
⑭ダンジョンバスター 
⑮情報将校 ' 
⑱デジャフI • II 
⑰ナビチューン 
⑱宇宙かけるビジネスマン 
⑱ピアス 
㉚儺子物語 
㉛ラヴァルー 
㉜せろり ' 
㉝煩悩予備校 ' 
㉞アマランス 
㉟ピュア 
㉚デザート 
㉛ス□ーフ 
⑱ウェティンクラプソディー 
㉚マンガ日本経済入門 1 
㉚マスターオフモンスターズI - 
㉛X指定 
㉜ゴルミナ！ 
㉝PEXE麻雀 
㉞ FOXY 
㉟大航海時代 
㊃クオータースタッフ 
㉗REV旧W 
㉚ソーサ1 Jアン 
㊃クリスタルド1」一乙I / II 
⑳サークII 
⑪UッブスティックADV1 
⑫スーバー/ \トルスキン/ \ニック 
⑬ェクスタリアン 
⑭グラムキヤツツ 

⑮銀河英雄伝説tset 8,800 
⑳雀ボーグすすめ 6.000 
⑰世界でし\ちばん君がすき 4.400 
⑱ファンタジーIV 7,900 
⑲三国史1/II 各10,900 
㉚Sスティ•フルー 7.800 
㉛遥かなるオーガスタ 9.700 
㉜ア1 Jスの館 3.000 
㉝きゃんきゃんノに-スぺリオ-ル 5.000 
㉞ダンジョンマスター 7.800 
㉝ウルティマV 8.300 
㉚シムシティー 7.000 
㉗アナザージェネシス 3.200 
㉚トンネルズアンドト□ールズ7.800 
㉚スクールウオース 5.000 
㉚スト□ベ|J一大戦略 5.100 
㉛ベロンチョ身体検査 5,100 
㉜DISMIX年末号 2.600 
㉝トワイライトゾーンill/IV 6,000 
㉞ピュア 5.300 
㉟ポピュラス 7,400 
㉚グランプ|Jサーカス 7,300 
㉗電脳学園I -II-III 6,600 
㉚セーラー服戦士フェ|Jス 5.000 
㊃スペースローク 7.800 
⑩ス□—ブ 5,900 
⑩レジオナルバワー 7,500 
⑩黄金の羅針盤 7.400 
⑩闘神都市 5,100 
⑯聖戦士タンバイン 6.800 
⑯ RYU 8,600 
⑯ガンダム〜クラシックオペレ-ション 6.800 
⑱ピンクソックス1-2-3-4 各2,200 
⑯星の砂物語 各5,300 
⑱びんきいぼんきい1,2,3 4,500 
⑯提督の決断 10.800 
⑩ランス1，11 5,200 
⑩ドラゴンナイト 5,100 
⑩サーク 7.300 
⑱ウイザード1JィV 8,300 
⑱卜1J□ジー 5,000 
⑯RUNRUN狂走曲 6.000 
⑩ガールバラタイス 6.000 
⑩信長の野望戦国群雄伝 7.100 
⑱晴れのちおおさわぎ 4,400 
⑯水滸伝 7.100 
⑩ DPS 4.400 
@)はつちゃけあやよさんM 2,800 
⑩ウオータフ□ントアドベンチヤー 3.200 
⑱あかすきんちゃん 4,100 
⑱サイバーフロック 6,000 
⑱ピアス 5.000 
⑯ RAYGUN 5.000 
⑯ブライ下巻 6.400 
⑱ポッキー1,2 6,200 
⑯今日もキャン/ '(ス花乱満 5.500 

⑩維新の嵐 7.600 
㉚ウルティマV 8.300 
⑱A列車で行こラ2 9.400 
㉔ギャラガ88 6.500 
⑱サンダーフレード 7,800 
⑱ジェノサイド 6.800 
⑯スーパー大戦略68K 7.000 
⑯大海令 10,300 
㉚タフルイーグル 7.000 
⑱Far Side Moon 10.300 
⑩フラッピー2 6,700 
⑯Misty 4.5.6 3,700 
⑯ルーンワース 6.700 
⑯宇宙かけるビジネスマン 5.100 
⑯ピアス 5,000 
⑯ ROUGE 5,100 
⑯ X’na 5,100 
⑯エクスタ1Jアン 5.000 
⑯スト□ベIJ一大戦略 5.100 
㊃ドキドキカードU—ク 4,600 
⑱闇の血族上巻•下巻 6.700 
⑩銀河英雄伝説n 7.000 
⑱ JOSHUA TEL. 
㉞スペース□—ク2 7,, 900 
㊃Uンクマスター2 6,800 
㉔キャンペーン版大戦略II 7,900 
⑱フルトンレイ 7,300 
⑱フルトンレイシナリオVol.2 3,800 
⑳ソルフィース 6,800 
⑯ NAI 〇 US 6.000 
⑯イルミナ！ 5.100 
㉚バ□ディウス TEL. 
㉚ニュージーランドストー1J— 7.000 
⑱レインフオーサー 6.900 
⑱イースIII 6,500 
⑱クオータースタッフ 8,000 
⑱遊撃玉N 7.100 
⑱CコンパイラVe「.2 35,840 
⑱ DPS 5,100 
⑱AVピンキー 6.600 
⑩ FZ 戦記 AXIS 6.500 
⑱スペースローヴ 7.700 
⑩ジェミニウイング 6,800 
⑱ DAgain 6.900 
⑱ガールズバラダイス 6,000 
⑱幻獣鬼 6,300 
㉗ワールドコート 6.900 
⑱ CAL 5.200 
⑱ガンシッフ 8,900 
㉚□ー ドス島戦記 7.900 
⑩エメラルド伝説 6.100 
⑩ BEAST 5,700 
⑩ランスII 5.200 
⑱ポピュラス 7,400 
⑱プ□ミストランド 3.800 
⑯SX window 5,800 

まずお電話で在庫をおたしかめ下さい。 
お申し込みの場合は- 
•注文害に必要事項をご記入の上、品物代金と一諸に現金書留でお送り下さい 

參郵便振替も0Kです、 

• メディアを必ず指定して下さい。 

參商品代金は、全て消費税を含んでおります 

営業時間 
n時〜6時 阪神商会 

顆〇 06彳643)2131 
亍556大阪市浪速区日本橋5-12-9日本橋会館4F FAX.06(634)2902 

⑩テンブルマスター 7.400 
⑱天使達の午後III/番外 6.300 
⑱遥かなるオーガスタ 9.700 
⑩ジュヴァルツシルト 9,600 
⑯銀河英雄伝説+Set 8,800 
⑯メルヘンバラダイス 5,200 
⑱アスユーライク 5.100 
⑱バズニック 6,000 
⑳信長の野望戦国郡雄伝 7,100 
⑳UップスティックADV 5,000 
㉚リッブスティックADV2 5.200 
㊃三国史1/11 各10.900 
㊃ランペルール 6.600 
⑳フレ-ドオフザヴレ仆エレメンツ 7.200 
㉚サーク 7.300 
⑳RYU 8.600 
⑳あかすきんちゃん 4,100 
⑱アUスの館 3,000 
㉚ク*ラナダ 6.700 
⑱サイバーフロック 6,200 
⑯提督の決断 10,800 
⑳きゃんきゃんバニー 4,700 
⑩アトミック□ポキット 7,000 
⑩帰り道は危険がいつばい 6,000 
⑩星の砂物語 5,300 
⑩バルーサの復霪 6,800 
⑱DE•JA 5,000 
⑱うろつき童子 5,400 
⑱闍の血族上巻 7,200 
⑱ダンジョン•マスター 7.800 
⑯トンネル&トローズ 7,800 
⑱シムシティ 7.000 

'⑱きゃんきゃんバニースべUオール 5,000 
⑳はつちゃけあやよさん 2,800 
⑱びんきいぼんきいV2-3 4.000 
@続ダンジョンマスター 8,000 
⑳ニューラルギア 7,800 
⑱ラグーン 6.700 
㉖トワイライトゾーンIII/IV 6,000 
⑱ DPS SG 5,200 
⑯夜の天使達 7,000 
⑳スターコマンド 7,200 
⑳妖獣クラブ 5.400 
⑳サイヴァリオン 7.800 
⑳ハイパーワード 31.840 
⑱ネメシス’90 6.800 
⑱機甲師団 7,200 

ユーティリティソフト(的用） 

アインシュタイン98VX 59,800 
WIZARD V3 16.800 
THE FILE MASTER Ver.2.014,800 

サプライ用品 
フロッピーディスク 
5WEHD 10枚 3.5" 2HD 10枚 
フクセル…820 フクセル…2.500 

TDK.820 TDK.2.500 
3M.800 3M.コニカ2,300 

糸TEL.表示商品の値段は、定価をご 
確認の上、係員におたずね下さい。 
割引価格をお教えいたします。 

定休日：毎週木曜 

_麥1•;主文書(は必ず住所.鄄便番号、氏名. 
電話番号.•;主文品の品名ft置単価を 
書いて下さjい 

•す‘2振込手»料は必ずお客様負担でおS自ぃL 
ます 
銀行口座三和銀行患美須支店 

普通237942阪神商会 
振替口座大阪3-21944阪神商会 

浪速日本橋東 

※ティスケット、サフライ用品なども取扱っておりますのて、一諸にお申し込みになるとお得です送料は、北海道、冲縄、離島を除き2本迄一律700円ですt 



^^3 
わ一い、トビラ絵なんて感 

激ですウ ''テクらぶ.n"は 
読者が生き生きしていて、 

-本当に素敵なくらぶだと思 
います。そんなチクらぶ'〇!'1 

の一員になれて、本当に良 

かった9 皆さま、これか 
らも仲良くしてねウ 
早坂梨里サン——Lv.7(神 
奈川県.NaA172)。 
ウ梨Mサンの少女マンガ風 

の絵は、人好き〇 これか 

)ヨロシクね9(ひろみ） 

ひろみサン、読者の皆さまこん 
にちは//聞いてくれるぅ！？実 

は私、都築彩乃は超ローカル紙の 
読者のページ(仮名）の担当に決ま 
りました。パチパチ// ローカル 
とは言え、多くのと一こ一者の方 
がハガキを出して来るので幸せで 
す。が、しんどい……〇前にひろ 
みさんが「コメントの2文字でも 

大変だ、贵重だjと害いていたのが 
よ〜くわかります0スペースもテ 

クらぶ⑪の半分位ですが、テクら 
ぶ⑪のように盛り上げようと思い 

ます//ひろみさんもテクらふ^) 

をこれから盛り上げてください 

ね// 

都築彩乃サンーLv.4(大阪府• 

No.A185)0 

0ひろみがテクらぶ⑪の担当にな 
って思ったコトは、読者のページI 

ってストレートに反響が返ってく ( 

るので、すごくヤリガイあるな一| 

幽 
囑 
_ 

籲しっかしよく見ると、みんなおもしろいペンネームつけてるね一。ヘンにインパクトのあるヤツや、思わず由来を聞 
きたくなるもの、中には読みかたのサツパリわかんないのまで……〇まあ、自分のもう一つの名前なんだから大切にね0 
(高知県•床又クン)。〇実はひろみ、床又クンも読めなかつだりする。「ユカマタ」でいいのかなあ9(ひろみ） 157 



昨年12月27日、第2回目のテクらぶお茶会が開傕されま 
しだ。ひろみも今回、参加しました。そこで感じだコト 
は、とにか<和気あいあい/ 「あれ、みんな前から友達 
だつたのなんて聞いちやつだ<らい。そんなワケで、 
レポートもだ<さん届いだので特集しました。これを機 
会に東京以外でも開催されるといいネ^? (ひろみ) 

こんにちはひろみ 
さん。CREAMです。 
さて今回はうれしい 

ことがあったのでそのことについ 
て害きます。第2回お茶会が12月 
27日にあって、私は仕事で行けな 
かったのですが（ひろみさんは行 
つたもんね）、參加した1人「のび 

どまでに親切にしてもらえるとは 
……〇さすがテクポリくらぶのお 
茶会だと実感しました。きっと第 
2回のお茶会もみんなで楽しくや 

ったのでしよう。とにかくのび太 
さん、どうもありがとう/第3 

回のお茶会ではゆっくり括をしま 
しよう。それからひろみさん/ 

m 

^am 
系？谢、件 

OE-P闩I クンーLV.21(千, 

葉県•NnAOOC)。なんかおも‘ 

しろいコいたよね。やつば、 

テクらぶ® I? 1 

〇力セル春クンーLv. 

5凍京都•N0A0A6)。い 

たいた。ひろみはちよつと 

ビックリしてしまった……. 

るんなら私は行くぞ(テクらぶ⑪ 
でインフォメーションコーナー作 

れません？）0 

さて本題だが、10月7日、12月 
27日の2度のお茶会にて出た括。 

私を初めとして数名が中心となり、 
テクポリ関係のメンバーで同人誌 

て皆さま、私の所にご連練願いた 
い(62円切手かハガキ同封で)。住 
所は〒135東京都江東区猿江1一 
5エステート猿江3—106、永井慎 

太郎まで0んでは皆さまのご連絡、 
お待ちしております。 
永井慎太郎クンーLv.2(東京 
都.NO.A1E5)。 

祕义;Vギ 

を合わせた 
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•はじめまして、カストラダムスです。通称「カスとでもしておいてください。名前の由来はいたって簡単0 ノストラ 
ダムスのように自信ありげにテストなどの予想をするが、的中率は2割以下0その事実からノストラダムスのできそこ 
ない。だから「カストラダムス」というワケです。（次のページに嫌く） 



文章の大物、OUT LAW様が ください。我々もいっかは社会人 

とうとう社会人になってしまう。 になるわけで、その草分けになっ 
大学へ入って思ったんですが、い てもらいたいもんです。レベル10 

ろいろ忙しくて、高校のときより 及び就職おめでとうございます。 
テクポリをじっくり読む時間が少 霞風クンーLv.9(茨城県.NaA 

なくなっているんです。社会人は 00A)o 

もっと大変でしょうが、元気にテ 0お茶会には中高生もぃたけど、 
クらぶに顔を出してください〇そ 19歳以上の人も結構いたの。案外、 
して社会人投稿家として頑張って 年齢層が高いのかな？（ひろみ） 

广し、^ (前ページの続き）ただし、人間のカスでは絶対にありません/(茨城県•カストラダムスクン）。ワ予想屋〇REAMクン 
にライバル出現かな!？早<会員になって、本欄での大活躍を期待しているよ。がんばってネ〇これからは予想屋の 
対決も見モノかもしれないね。おもしろ<なりそ一だなつつ/ (ひろみ） 

^いぢめる？ T投稿しちゃった/ 
はじめまして//小早川惠（こ 
ばやかわけい）です//私は知っ 
ている——なんと、あのNAMさ 
んを//ふっふっふ。私はNAM 

さんの、、クラスメー ト#なのです 
……ふふふ。あなたが「あるバソコ 

ン誌に投稿している」という重大 
発言をしてから私はあなたを捜し 
まわったのだっ。そしてこの…… 

テクポリ.。そう、私はあなた 
の後ろの席だ(番号順でならんで 
るときネ）。あなたの出席番号は28 

番だ//ど一お一だ一（ちなみに 
Aクラス）。そ一して……私もテク 

ポリ愛読者となってしまったのだ 
ア。……N A Mさんいぢめる？ 

正体をばらされたくなければ私に 
絵をくで〜〜。 
小早川恵サンー⑩(兵庫県‘NaA 

1E1)0 

ONAMサンってそんなに恐い人 
なのぉ？（ウソウソ）。愛読者がク 
ラスメートにいるなんて、うれし 

いね。ねつ、NAMさん？（ひろみ〉 

独り暮らしを始めて1年と少々。 
新しい生活にもかなり憤れて来た。 
そんなある日、本屋でふと手に取 
ったのが、以前買っていたこの本 
である0 1■テクノポリスかあ。そう 
いやパソコンも田舎に置いてきち 

まったなあ.Jそんなこんなで、 

とうとう初投稿に踏み切ってしま 
つた私がそこにいた0というワケ 

で（どんなワケだか）ひろみさん、 
お身体に気をつけてお仕事頑張つ 
てください。応援しています。で 
は、再見/ 

龍珠クンー⑩(群馬県• NaAlE 

2)〇 
0独り暮らしって大変そうだけど、 
自由でうらやましい気もします。 
これからもよろしくネ0(ひろみ） 

OSAFのリータークン-Lv. 

4(群馬県•NdAlCO)。お祝いが4 
いっぱい届いたよ/就職S進 m 
学する人、みんなおめでとっ0 

、が。こ妨奶 

OUT LOW て 

◎思いつきで行動を起こさ 
ないこと。予想もしない卜 
ラフルの危険あり。冷静に。 
ウしつこ<すると嫌われそ 
ろ。さりげな<。p勝負運 
の強さにまかせて吉。Hz 
食べすぎには注懑して。 

◎すべてが思いどお <0にい 
<運気。だだし、綿密な計 
画を立てること。〇両思い 
になれてち油断しないこと。 
P無茶をするより、ノンビ 
|Jいつだほうが吉。HZ体 
力を週信しないように。 

◎すべて順調にコトが運ぶ 
とき。今までできなかつた 
ことにトライしてみよラ。 
〇片思いの人にはラッキー 
チヤンス。P初め不利でも 
やがて有利な展開へ。Hz 
多少無理をしてち平気。 

◎交友関係を広げるとツキ 
あり。良い情報を知らせて 
<れる友人を大切に。〇気 
持ちにスレが生じる危険あ 
り。Pあきらめす最後まで 
枯ること。Hz朱養バラン 
スのとれた食事をしよ〇。 

◎いきすぎだ行動をとると 
後で手痛いシッぺ返しが。 
何事も慎重にい< よろに。 
〇明るい態度が好感をもた 
れそろ。Pタナボタ式の幸 
運あり。気楽に。Hz体力が 
低下気味。要注意。 

◎ツイてないなと思つても 
気を落とさす耩進しよラ。 
努力がモノをいラとき。〇 
のめり込みすぎるのは禁物。 
PSスをしやすいので充分 
注恿。HZ規則正しい生活 
さえしていれば安心。 

◎開放的な運気。あれこれ 
手を出しすぎて中途半端に 
ならないよラに注意。〇余 
計な心配は無用。勇気を出 
して。Pひとつのことにこ 
だわらす、柔軟な姿勢で。 
HZカゼの予防は万全に。 

◎ラッキー/ \フニンク*の多 
いとき。それほど努力しな 
<ても良い成果を得られそ 
う。〇キッカケをろま <つ 
かめばスムーズ。P思いき 
り塍負をかけてみよろ。 
Hz体力、気力ともに充実。 

天稈座★%〜％蠍座女％〜％射手座女％〜％山：^ + %〜^9水瓶座+ 

牡羊座★%〜％牡牛座+ %〜^0双子座女％〜％蟹座+ %〜%獅子座+%〜%乙女座女％〜% 

1 画 
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V林、独走ガ 
ラストは新人、群馬の龍珠（タツ 

タマと読むそうだ)である。久し振 
リに興味深い個性を見つけた感じ 
9確かにまだまだ先2名に比べ 

れば個性の練り込みが浅いが、仕 
上げの繊細さはピカイチ/手先 
も腰かけたポーズも、一応合格点 
を与えられる。問題はその画風の 
無機質的な感じを上手く深めきれ 
てない点だろう。世の作家先生の 
中にも、同じようなシャープさを 
武器としている人は何人もいる。 
そんな人達がどうやって絵を煮つ 
めていったかを観察してみるとす 

ごくタメになるぞ/次に期待だ。 
ガンバレ/ 

№1 
W inチレフォンり名 

冒頭でもチラッと書いたが、今 
月のテーマ「彼氏と彼女inテレフ 

オン」はへなちょこ〜である。 
実は今回採用された3作には、 

共通の特徴が見られるのだ。 
他人との差別化を積極的には 
からねばならないハズの投稿 
ハガキにとって、これは致命 
的じゃあ〜りませんか/ ド 
タバタガタ/ 

さて、その共通の特徴とは 
何か!？それは「ハガキのコ 
マ分け」であ一る/ ね、ね？ 
3作ともコマ割りしてあるで 
しょ？ ふっふっふ。テーマ 

の構造上ある程度は仕方がな 
いのかもしれないが、そこは 

やはり、ひとヒネリもふたヒ 
ネリも、おヒネリも欲しかっ 
た。まあ、新顔の龍珠はしょ 
うがないかもしれないが、古 

参の趙子龍や「最もシャバに 
近い男」林茂樹には、さらに高 
次元な投稿作品を期待してい 
たのだが……。 
さらに言うと、没に 

なった作品群にも共通 
の欠点が見られる。そ 
れは、なんと言っても 

「手先」だっ/受話器 
を持った手のイビッな 
こと、この上なし/ 

もう、目もあてられな 
い.グ 
そこで慈愛深き私が、 

久々のワンポイント講 

座で「手先の描きかた」 
を下にレクチャーして 

おいた。心あたりのあ 
る者は熟読しておくよ 
うに。実は以前からリ 
クエストも多かったの 

で、この増ページのチ 

ャンスを活かしてやっ 
てみたと、こういうワ 
ケなのだ。 

へなちょこ 
ワンポイントj 

講座/ 
タメになる/ 

WOW/ 

へなちよ: 
のっけからナンだが、今月はイ 

マイチのデキばえである/ だ一 

がしかし、駄菓子貸し/ なぜか 
突然増ページなのだウこれもみ 
な服役者及び読者の地道な増ペー 
ジ運動が編集長やみぽりんさんに 
届いたおかげ/ (プラス私の人徳。 

マジで)。普段ならできない企画も 
ふんだんに、手間ヒマかけてお送 
りします。シャバでカラーのコー 
ナーができようと負けやしないせ 
ヽニーハニーJ> 

(寝不足地球丸） 

帝王州:^: 
それでは各作品の講評に入る。 

まずはおなじみ、林茂樹。今月の 
ギャルはグッドですね一0 もう 
目玉を取って当たり前田のUWF 

解散/といった感じで、堂々の作 
風なのだが……。難があるとすれ 
ば下のコマだね。白黒の配分が食 

い足りない。それに、これは林の 
個性自体の問題でもあるのだが、 
少々仕上げが荒い。ギャルの髮、 
身体の主線、そして顔の部品など 
の処理に、デリケートさが欲しい 
ところ。そうすれば林の「形を上手 
くとらえる」技術が、う〜んと生き 
てくるハズだ。 

次は久し振りの古株、趙子龍。 
だいぶ絵が固まってきちゃったね 
え。それって、作品の均質化には 
プラスだけど、逆にそろそろカラ 
をやぶるコトも必要なんじゃあな 
い？ チXックポイントは線だ。 

始めと終りを銳く、丁寧に。細部 
や背景の雰囲気はさすがに手慣れ 
た感じでマル。でも、もっと描け 
るハズ。今現在自分の持っている 
技術だけで、作品を組み立ててや 
しないかな？（大事なコトだから 
常連もよく聞くように)。思い切っ 
た冒険が自分のワクを広げてくれ 
るし、絵を手作業から楽しみにラ 
ンクアップさせてくれるものだよ。 
前進あるのみだ//ね？ 

9ページで一すり 

今月のテーマ 

▼神奈川県趙子龍 

►群馬!lil珠 

►埼玉県かめさV 
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世界人類が増べージ&望みますように- 
いや ぁ、 2ページって大変だワ。 

しかしヤリガイはあるネ。今後も 
2ページ体制でいけるかどうかは 

読者の諸君にかかっている/ 応 
援ヨロシク/嘆願書もヨロシ 

ク/投稿もヨロシク/ 

そんなヮヶで、今回も終りんぐ 
9次号5月号は「好物を喰らう」。 
そして6月号はフリーテーマ。6 

月号の締め切りは3月20日なので、 

今から描いても間に合うぞ。そし 
てそして7月号はなんと、ナント 

の勅令/ 「塀の中2周年記念」な 

のだあっ.グはっきり言ってスゴ 
イことだよなあ……。てなもんで 

祝福も激励もごっちゃまぜで、投 
稿ハガキ募集いたしま一す。もち 
ろん「看守さんイラストコンテス 

卜」も編集部の目を盗んで（!？）ち 
ゃんと行いますんで、そちらもよ 

ろしく 0 

でもしかし、もう丸2年が来る 
のかあ.。まだ2人しか釈放者 

を出してないってのにねえ。ま、 

これからも3人、4人と釈放者を 

出して、人材難「テクらぶ®」を救 
うかたわら、密かに虎視たんたん 
とぺ_ジ増を、ひいては「テクらぶ 

⑪」乗っ取りを狙って、裏街道をパ 
クシンしたいとタクラマカン砂漠 
です。趣旨を同じくする人、自分 

の作品にイチャモンつけられても 
怒らない変人、本気で上手くなる 
ためには手段を選ばない人、どん 
どん参加してどんどん服役しまし 
ょう/さあさあ、どっからでも 

かかってこんか一い/ 

オーストラ|」ア 

am%豪語//『彌醒ぺ口纖ク』 

なんか今月はバラエティーに冨 
んだ内容で「倶楽部幕の内弁^i」っ 
てトコかな^? 「お一い山田くん、 
歌さんの1枚取っとくれ……」な 

どと「笑点」しとる場合ではない。 
いつもどおりの講評もワンポイン 

トレッスンも質疑応答も、ボツ救 
済も嘆願書まであるなんて、なん 
て素敵な月なんでしょ0ただひ 
とつ気がかリなのは、来月も増べ 
ージなのかどうかがハッキリしな 
いコトだ。ひき続き「増ページ嘆願 
書」を募り、2ページ見開きパター 
ンを定着させる のが私の狙いなの 

入フ 

私も違うと思う。ただ、トーンばかり 
.に頼っていると_力が乏しくなるという 
'のなら一理ある。まずペンでどんな対象 

も描けるようになった上で、どうしても 
■トーンでなければならない処理を頼るの 

が、上達のヒケツ0トーンに頼りきり過 
ぎるのも間抜けだが、逆に意地になって 
全くトーンを使わないというのも負けず 

劣らず大間抜けだ。要は、考えて使うコ 
卜よ。だから難い、よ。 

%m!!締め切り遅れのへなちよこ卜1 jォガ 

m!! 

►茨城県すかいぶるう☆ 

^4u_令 
_ J{C; 

▼大阪府神宮寺0お 

r千葉県宝双竜 

co_cs^/ 

隹がfEsn 
势ィ17コ04 

feoかこ….り 
フ〇-ィーフストも 
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MHim 

繫細瞄/ 
学校（男子校）から帰って来て、 

真っ先にやることと言えば…… 

(ううっ、学生として勉強と答えた 
いものだ)私の場合''読窨〃に他な 
らない0読害といってもイミダス 
や広辞苑なんかじゃありません0 

マンガですよ、マンガ。私の部屋 
のひらきを開けると、そこはもう 
別世界。自分でも床が抜け落ちる 
んじゃないかと心配するほどの置 
のコミックス（もちろんテクポリ 
もあるでよ）。そして1980年の最初 

の号から現在に至るまでのジャン 
プが震度5の地震が来てもビクと 
もしないほどぎっしり詰まってい 
るのです（引っ越すとき、持ち運び 

1ぬ，J 

裏/%i ^ 
f料く 
分 

9 

22"無遅刻のワケは… 
に死ぬほど苦労した）0そしてこれ 
らを「ア、このころはこんなのがあ 
ったな一」とか思いつつ読み返す 
のが私の趣味なのです。え、暗い？ 
ふっ、そんな言葉、母の「さっさと 
チリ紙交換に出しちゃいなさ 
い/_|や友人の「おまえは集英社 

か!？jなんて言葉に比べれば……。 
ただいま新しい本棚を造成中です。 
哭きの虎クンーLv.2(千葉県. 

No.A1B A) 

0スゴイなあ。ひろみも本や雑誌 

を捨てられないタチなんだけどと 

てもそこまでは……。床が抜けな 

いように気をつけてネ〇 

(ひろみ） 

さて、私の趣味は「目覚し時計」 
に凝る/これは日ごろ、必ず寝坊 

する自分をいかにしたら起こせる 
かと研究しているうちに趣味にな 
ってしまったとゆ一、とんでもね 

一趣味なのだ。あるときは自分の 
どなり声を録音し、タイマーで朝、 
自分の声で起きる（これは気味悪 
い）とか、パソコンtこタイマーくつ 
つけて、『イースII』や、『エメドラ』 
のオープニングで起きる（これは 
最高）とか。またあるときはミニ四 
駆と小さな目覚まし時計を改造し、 
走る目覚し時計なるものを作った。 
もっともこれは、ジリジリ鳴りな 

がら階段に向かって突っ走り（才 

レのRo omは2階)、1日で息の 

根が止まってしまったが……3500 

円の製作代はどうしてくれよう。 
……ま、常日ごろそんな努力をして 
ますが、今だかって自分で起きよ 
うと決めた時間に起きたことはめ 
ったにありませんゼ。でも皆勤赏 
を目指して、欠席、遅刻はゼロな 
のら/ 

レイヴィークン-Lv.5(岐单 
県• No_A171)0 

0次はレイヴィークンに負けず劣 

らずの寝坊娘ひろみに特製目覚ま 

し時計を作ってネ〇元手がかか 

っていることだし、皆勤賞の前に 

あんたが大賞をど一ぞ0(ひろみ〉 

籲びっくりしたな、モオ/——ってラジオのお話っ/ FMって、日曜の夜は途中で止まっちゃうでしよ？ で、止ま 
っちゃったけど、そのままにしてたら、午前2 : 30ごろ突然鳴り出したの……〇まわりが静かだったから、むちゃくち 
や驚いちゃったよお一。う〜、憎きJ-WAVE/バ笑)。（次のページに続く） 

m 

河原崎ゆなサンーL 

> .CU (北海道.NQA1 
巳2)。洋服や髪型、帽 

子とパツジ、みんな可 
.愛い^とつてもセン 

マスいいね/ 

6 



みやざきさとしクン——LV 
:=(千葉県•NO.A04C)。同 

人ソフトを作つてる人も多い 
ね。楽しいんだろラなあ^ 

155…と 
S霉スる 

>よS 
くんくんクン-Lv.1 

3(倚玉県.N0.A1C 
3)。ガンパレ、いつで. 

もかかつていら〇しや^ 
い、なIんてネ0 』 



黎挪'壮観/ 黎正し.•!? 

m 
m 纖 瞻 園 

m 
m 麵 

スマ'^5^し怒ミ 

らご，锣 

ひ、ひ、ひろみさん聞いてくだ 

さい。僕がテクポリを学校で読ん 
でいると友人のM君が「あ一、スケ 
ベだな一お前、そんなの見て一」と 

言うのです。僕は「え〜っなんでな 
んや一」と言うと「それは超スケべ 
しか見ないんで一」と言われたの 
です。すかさず私は「おまえ読んだ 
ことあるんか？」と言ったら、M君 
はきっぱり「ないわぁや、おれは超 
スケべじやないけんjと言ったの 

です。僕はここで「読んでないのに 
そんなコト言うなや」と反擊しま 
した。それを約1D〜20分していま 

した。そして僕はついにやったの 
です。1人のまちがい者を正しき 
人にしたのです。僕はうれしい。 
そしてM君もテクポリを買うよう 
になったのです0これを報告せず 
にはいられないので、書きました。 

今、僕はスペシャルうれしいです。 

シイタケカレーライスクン- 

Lv.3(広島県.No.A189)。 

ウそれはそれは、ど一も御苦労様 
でした/ では次にテクらぶ⑪に 

投稿するようにM君を説得してネ、 

な〜んちゃって/ 

(ひろみ） 

齋ぁぁ'プロポーズ 
某月某日、あの日は晴天だった。羽はがつかりして「そうだつけ？ 

私、趙雲子龍は友人、関羽雲長(仮 
名）と中華街へと遊びに行った。関 
羽は中華街に詳しい。私はひよこ 

のごとく、関羽の後をついてまわ 
った。 
入った店はとても小さかった。 

小物などを置いている店だ。私は 
ふと目についた木でできた腕輪を 
手に取った。そして冗談で「ハイ、 

結婚腕輪/」と言い、関羽の左腕に 
はめこんだ。本当に冗談だった。 
「え、趙雲/結婚してくれるの 
か!？」。喜ぶような大声に私は青ざ 
めた。1■お、おい……。我が国では 

同性の結婚は認められていない 
ぞ/」私があわててそう言うと、関 

なんだ……」と答えた。 
家に帰った後、コトの次第を兄、 

趙霁に話すと「なんだそんなコト、 
外国に行きゃあ済むコトじゃない 
か」。.こんな人間たちに囲まれ 
て、私に未来はあるのだろうかと 

心配している。 
しかし、関羽。君のあの少年ア 

シベのような大声は、あの小さな 

店はおろか、店外にも響いていた 

だろう……。 
趙雲子龍サンーLV.13(神奈川 
県• No AOFB) 

9ユニークな人に囲まれて、楽し 

そう無責任)。お茶会でもっ 

とお話したかったネ。（ひろみ） 

96月号のテーマは修学旅行で 

す。学校生活の中でも大きなイ 
ベントだから、きっといろんな 
思い出やェピソードがあるでし 

ょ？どんなユニークなお話が 
飛び出すことやらワクワク•ド 

キドキ0今からひろみも楽し 
みにしています0 

そして7月号は一そう、 
テクノポリスが新創刊され 
て3周年/ ひろみがテク 
らぶ⑪の担当になってから 
まる3年とゆーコトになリ 
ます。そこで/埼玉県の 
なごみorヤワラクン、長 

野県のそんこま一じゅクン 
はじめ、たくさんの人から 
送られたテーマ案で、「ひろ 
み」です.グ（うう、恥ずかし 
い.>。なんか言いたい放 
越言われそ一でコワイけど 

(!?>、思い切って実行しち 
ゃいます。おたよリ侍って 
ますゥ （ひろみ） 

今月のLEVEL1 
会員No. お名前 住所 
A1EO 岬ひかるサン 大阪府 
A1E1 小早川恵サン 兵庫県 
A1E2 龍珠クン 群馬県 
A1E3 橋本淳クン 埼玉県 
A1E4 KONYクン 香川県 
A1E5 奥の細道クン 神奈川県 

あて先は 

ウ今月はついにレベル20が登場し 

ました。テクらJr⑪になってから 

の歴史を感じてしまいました。 

ここでひろみから、みなさんに 

お願いですCテクらぶ⑪への投 

稿は、なるべくハガキでお願いし 

ます。おたよりがものスゴク多く 

なってきたので、封筒だと大きさ 

がふぞろいで分けにくいの。それ 

に開封するという作業も、多いだ 

〒105東京都港区新橋4一 10— 7 

TIMテクノポス編集部 
テクらぶ®系 

けに大変で……ワガママ言ってご 

めんなさい。みなさんのご協力を 

お願いします。もし、途中で卜一 

ンがはがれたり、汚れたりするの 

が心配とゆ一人は、封筒の中にハ 

ガキサイズの紙を入れてください。 

そして、面倒でも1枚ずつに名前 

と会nNo.を、会員Notがない人は住 

所を記入してください。よろしく 

ネ9 (ひろみ） 

164 が_ 
•^ソコンを持っていなくてもテクポリ買っている人は罪じゃない//罪なのはパソコンを持っているのに、テクポリ 
買ってない奴だ//(秋田県• Rhythmst i c kクン)。Q同感、同感で一すつ//ついでにテクらぶ⑪を読んでて、 
投稿しないのち罪よ、な一んちゃつてネ0(ひろみ） 



今度の7月号で、ひろみがテクらぶ⑪の担当になってまる3年。おかげさまで、みんなからのお 

たよりもグンと増え、ウレシイ悲鳴をあけてます〇そこで/ひろみの弟子(I?)とゆ一か、 
アシスタントをしてくれる人を大、大薦集したいと思います0我こそは/とゆ一人、または、こ 

の人を/と思ろ人を自薦•推薦してくださいね〇 

參どんな:3卜％穹3勿かとゆ一と…… 
初めの〇ちは八ガキの整理とか、原稿用紙 
に書いたりとかのお手伝い。そのうちにコ 
メントを書いたり…。そして最終的にはひ 
ろみからパトンタッチして担当者になって 
もらうかもI? 

籲籌集条件 
① ひろみみたいにテクポリの読者と誌面を 
通じて、おしやべりしてみたいと思ってい 
る女性。年齢、未既婚などについては、問 
いません。 
② 週に〗日以上編集部（東京_新橋）に来 

られること。 
•応II方法 
① 必ず専用の封書でお願いします（つまり、 
投稿用とは別ってことね）。 
◎自薦の人は自己PRを簡単に（800字程 
度）書いてください。また週にどのくらい 
編集部に来られるかも書いてね〇住所、 
氏名、職業(学年）、電話番号もお忘れなく/ 

② 他薦の場合は、必ず本人の了解をとった 
ろえで、推薦理由（800字程度）、その人が 
編集部にどのくらい来られるか、また本人 
及び推薦者の住所、氏名、職業(学年)、電 

話番号を明記して応募してください。 
籲岑勿他 
締め切りはとくに決めてないけど、早けれ 
ば7月号くらいからお手伝いしてもらおう 
かな一、なんて思っているのでお早めにネ 
ウお手伝いをお願いした場合には、規定 
の原稿料をお支払いします。 

•あT先は 
亍105東京都港区新橋4-10-7 

TIMテクノポリス編集部 
テクらぶ⑪担当者募集係 



テク/ポリス5月号は4月日日発売です/ 
編集部員の 

❿❹ 
•ゴミの日にゴミを出すのを忘れてだら、巨大 
なポリ袋が4つもたまっていだ。気が付<と電 
話代も/さらに家貢も/吹き荒れる不幸の嵐、 
はだして明日はあるのか!？ （あそP) 
•つらかっだ試験シースンち終わ10、学生はた 
だいま春休みまっしぐ5です。でも今年は、去 
年の3倍<5いの単位を取らないとマズイのだ 
よ。どろにか体質改善を囵って、朝から学校へ 
行<よ*5にしな<ては。（困っだもんだ★ペー） 
•昨年末に、らんまの日め<りカレンダー付き 
のCDを買った。けど、泊まり仕事で、家では 
寝てばかりと、め<るのは数日おきに一度とい 
〇始末。トホホ……。（ドラえもんの「ソノウ 
ソホントjがほしいというわたしって変？FIN) 
•ど〇でもいいことだが、この編集部にきて、 
はや5年。岳年、誕生日を迎えだ瞬間(つま10午 
前0時)は編集部にいる(涙)。 

(きつと来年もココにいる1?ろんす） 

•最近、テーフルトークRPGはだまに遊ぶの 
だが、ボードのSLGはやつてない。バソコン 
のSLGとは違つだおもしろさがあるんだよね。 
だまにはやりだいものだ。（ぎや一す技の1号） 
•来だぞ来だぞ。F1シーズン到来だ。今年もべ 
ルガー先生応援でい<から、みんなついて来い 
よな(笑)。というワケでRCレース•タミや 
FI GPin育山も3/2に開幕。全戦参加予定なの 
で応援してね0(ゲル/ \ルト“ YAMA”ペルガー） 
•冬から連想するもの。ふゆ#ゆき#;!ギンギ 
ンギラギラバーラダイスfづスキー……。てな 
わけで、忙しいにもかかわらす早速ひと滑り!？ 

(しかし、その後でスケジュールが大幅に雪崩 
れてしまつだのは言*5までもない一HEN0) 
•まもな<東京で独り暮らしを始めてから5年 
目を迎えよ^としている。将来のビジヨン、友 
入、仕事仲間、そして両親の援助があつだから 

.こそ、やつてこれだんだよね。感謝、感謝/ 
(I live ud to a Tokyo Life ★ふぢも★) 
參中沢氏の提案で、ゲーミングワールドのトビ 
ラが変わりましだ。主人公の洋とヒ□イン、ル 
ージュを中心に12月号まで物語が展開してい< 
予定です。 （Chikagon) 
•先日「スーバー/ \トルスキン/1ニックjを買つ 

てきだ(自費でだよ)。仕事も兼ねているので編 
集部の机の上に置いておいだら、いろんな人が 
よって<るようになっだ。いっだい何なんだ9 

(最近、この話題ばっかりね0ばばば） 
拳都内某ホテルのスイートルームで開催されだ 
恒例の怪しい(1?)バーテイーに、私は知人を数 
人(初参加）誘っておいて、自分は欠席。“来な 
いみぼりん"と伝説を残しだのは言うまでもな 
し、。 （ごめんなさ〜い☆みぼりん) 

•時の流れゆ<のは早いちのです。この前テク 
ノポ|Jス編集部に配属になっだと思っだ5、も 
*5お別れとなってしまいましだ。これからは社 
会人として、世間の大海原に乗り出していきま 
す。良き仲間よ、さよろなら。 （ひであき) 
•フ□野球開幕まであと1か月。はだして元木 
君の開幕1軍はあるのか7野茂君のg年目の 
ジンクスは9など、今から考えてしまって夜 
も眠れな<なってしまっだ。う〜fv、どろした 
ものかな〜？ （みこしば< ん) 
•ちちろん戦争反対なんだけど、だからといっ 
て戦略シミュレーションゲームを楽しんでいる 
僕らに目<じらをだてるアホな人たちには、困 
っだもんだと思^。そんなこんなで今号の緊急 
特集は決まったのだが、さて……9(ジヤマ森) 

m 
ふだだび会える 

その日まで | 

ロードモナークを〜 I 
マスター•オブ•モンスタ^ズ2 

SEE YOU AGAIN! Sr 

_ ポツキー大全集 

：i::1111 

よ 

さあ/ 
今月の 
第1位 

次号予告マンガ 

纖 作:テクノポリス編集部 
画:佐藤元 

部変更されることがあ〇ます。ご了承ください。 
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_，钃 __ 

圓_画w_ 
天使た^)J後圓圓 微溫，外II腦 

_品名、機種名明記の上、 
^B/=nc=E 現金書留でご注文ください。 
哩15败冗 銀行振込口座三井銀行経堂支店f 5252817 

ジャストフアンクラブ会員募集のお知らせ/ 

製品制作の翼話や5—ヒジT7新製品の_序報など 
を满載した会報の発行やキャラクター商品の販売等もおこな 
いますくわしくは、180円分の切手を同封して、「ジャスト.ファ 
ンクラブの案内書希望」と明記の上、当社宛にお送り下さい 
折り返し、案内書をご返送いたします 

株式会社ジャスト 
ジャスト•ゲーム事業部 VA^T 
〒巧6東京都世田谷区宮坂3-10-7 YMTビル3F 

TEL 03(3706)9766 FAX 03(3706)9761 
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